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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザ光の進行方向に沿って設けられた共振器、前記共振器の一方の端部に設けられ前
記レーザ光を出射する第１の端面、および前記共振器の他方の端部に設けられた第２の端
面とを備える窒化ガリウム系半導体レーザ又は窒化ガリウム系半導体レーザーバーを準備
する準備工程と、
　前記第１の端面および前記第２の端面の少なくとも一方に、金属またはシリコンの陽極
酸化膜からなる密着層をプラズマ陽極酸化により設ける膜形成工程と、
　前記密着層にコーティング膜を積層するコーティング工程と、
　を有することを特徴とする窒化ガリウム系半導体レーザ装置の製造方法。
【請求項２】
　前記密着層は、アルミニウム(Ａｌ)、チタン（Ｔｉ）、ニオブ（Ｎｂ）、ジルコニウム
（Ｚｒ）、タンタル（Ｔａ）、シリコン（Ｓｉ）またはハフニウム（Ｈｆ）の陽極酸化膜
からなり、厚さが１０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の窒化ガリウム系
半導体レーザ装置の製造方法。
【請求項３】
　前記膜形成工程の後に、前記陽極酸化膜を２００～６００℃でアニールすることを特徴
とする請求項２に記載の窒化ガリウム系半導体レーザ装置の製造方法。
【請求項４】
　前記プラズマ陽極酸化を行う際に、プラズマに対し定電流モードでバイアスを印加する



(2) JP 5162926 B2 2013.3.13

10

20

30

40

50

ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系半導体レーザ装
置の製造方法。
【請求項５】
　前記プラズマ陽極酸化を行う前に、前記第１の端面および前記第２の端面のうち前記陽
極酸化膜を設ける端面を、電圧を印加せずにプラズマに晒すことを特徴とする請求項１乃
至４のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系半導体レーザ装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスクシステムまたは光通信などに利用される半導体レーザ装置の製造
方法に関し、より詳しくは、窒化ガリウム系半導体を用いた青色半導体レーザ装置の製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体レーザ装置は、光ディスクシステムあるいは光通信などに広く用いられている（
例えば、特許文献１～３参照。）。こうした半導体レーザ装置は、レーザ光を発生させる
ための共振器を有している。その一方の端部には、レーザ光を出射するための前端面が設
けられ、他方の端部には、後端面が設けられている。前端面および後端面には、コーティ
ング膜と呼ばれる絶縁膜が被着され、半導体レーザの動作電流の低減、戻り光防止、高出
力化等が図られている。
【０００３】
　一般に、高出力が要求される半導体レーザでは、前端面側に反射率の低いコーティング
膜が形成され、後端面側に反射率の高いコーティング膜が形成される。後端面側のコーテ
ィング膜の反射率は通常６０％以上、好ましくは８０％以上である。前端面の反射率は、
単に低ければ良いというものではなく、半導体レーザに要求される特性に応じて選定され
る。例えば、ファイバグレーティングとともに用いられるファイバアンプ励起用半導体レ
ーザでは０．０１～３％程度、通常の高出力半導体レーザでは３～７％程度、戻り光対策
が必要な場合は７～２０％程度の反射率が選定される。
【０００４】
　コーティング膜は、端面の保護膜、すなわち半導体界面のパッシベーション膜としても
機能する（例えば、特許文献３参照。）。しかし、膜の形成方法によっては、端面がダメ
ージを受けて特性が劣化することがあるので、その製法が重要になる。
【０００５】
　特許文献４では、ＧａＩｎＡｓＰ半導体の保護膜として陽極酸化膜が用いられている。
一方、従来の窒化ガリウム系半導体レーザでは、コーティング膜の剥離が起こり、端面劣
化が発生しやすいことが知られている。このための対策として、薄い金属またはその酸化
膜を、コーティング膜と半導体の間に密着層として挿入する構造が提案されている（特許
文献５参照）。また、薄い六方晶の結晶を、コーティング膜と半導体の間に密着層として
挿入する構造も提案されている（特許文献６参照）。
【０００６】
【特許文献１】特許第３０８０３１２号公報
【特許文献２】特開２００２－１００８３０号公報
【特許文献３】特開２００４－２９６９０３号公報
【特許文献４】特開昭５９－２３２４７７号公報
【特許文献５】特開２００２－３３５０５３号公報
【特許文献６】特開２００６－２０３１６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、金属の密着層は電気的な絶縁性（ショート）に問題があった。また、金
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属の酸化膜をスパッタで作製するのは、厚さ制御の点で問題があった。さらに、コーティ
ング膜は、アモルファスまたは単結晶であることが望ましいが、六方晶の単結晶は作製が
困難であった。
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、コーティング膜と半導体の間に
、形成の容易な密着層を備えた半導体レーザ装置を製造する製造方法を提供することを目
的とする。
【０００９】
　本発明の他の目的および利点は以下の記載から明らかとなるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、レーザ光の進行方向に沿って設けられた共振器、前記共振器の一方の端部に
設けられ前記レーザ光を出射する第１の端面、および前記共振器の他方の端部に設けられ
た第２の端面とを備える窒化ガリウム系半導体レーザ又は窒化ガリウム系半導体レーザー
バーを準備する準備工程と、
　前記第１の端面および前記第２の端面の少なくとも一方に、金属またはシリコンの膜を
設け前記膜をプラズマ陽極酸化することにより陽極酸化膜からなる密着層を設ける膜形成
工程と、
　前記密着層にコーティング膜を積層するコーティング工程と、
　を有することを特徴とする窒化ガリウム系半導体レーザ装置の製造方法に関する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、コーティング膜と半導体の間に密着層が形成されるので、長寿命の半
導体レーザ装置が得られる。プラズマ陽極酸化により密着層を形成することで、低温で、
膜厚の制御性良く、密着層を形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。なお、各図において同
一または相当する部分には同一符号を付して、その説明を簡略化ないし省略する。
【００１３】
　本実施の形態に係る半導体レーザ装置の斜視図を図１に示す。この半導体レーザ装置は
、青色レーザ光を発生させる窒化ガリウム系半導体レーザ装置であり、ＧａＮ基板１を用
いて形成されている。
【００１４】
　図１に示すように、ＧａＮ基板１の上には、ｎ型クラッド層２、活性層３、ｐ型クラッ
ド層４が積層され、ｐ型クラッド層４の一部がエッチングにより除去されて、リッジ５が
形成されている。リッジ５の上部にはｐ電極６が設けられ、ＧａＮ基板１の裏面には、ｎ
電極７が設けられている。リッジの両端面には反射鏡面が設けられ、Ｘ方向に共振器が構
成されている。前端面８は、本発明において、共振器の一方の端部に設けられレーザ光を
出射する第１の端面に対応する。一方、後端面９は、本発明において、共振器の他方の端
部に設けられた第２の端面に対応する。前端面８の反射率は低く設定され、後端面９の反
射率は高く設定される。
【００１５】
　図２（ａ）は、図１の半導体レーザ装置の端面付近を表した模式的な断面図である。
【００１６】
　図２（ａ）に示すように、前端面８には、アルミニウム（Ａｌ）の陽極酸化膜からなる
密着層２１と、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）からなるコーティング膜２２とが形成されている
。陽極酸化膜からなる密着層２１の厚さは、反射率や光吸収の影響を受けないように、２
０ｎｍ以下、好ましくは５ｎｍ以下とする。一方、コーティング膜２２の厚さは、低反射
膜として機能させるため、λ／４ｎ（λ：レーザ光の発振波長、ｎ：誘電体膜の屈折率）
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とする。この例では、レーザの発振波長が４００ｎｍ、アルミナの屈折率が１．７なので
、コーティング膜２２の厚さは５９ｎｍになる。
【００１７】
　図２（ａ）において、後端面９には、アルミニウム（Ａｌ）の陽極酸化膜からなる密着
層２３と、誘電体多層膜からなるコーティング膜２４とが形成されている。陽極酸化膜か
らなる密着層２３の厚さは、反射率や光吸収の影響を受けないように、２０ｎｍ以下、好
ましくは５ｎｍ以下とする。一方、コーティング膜２４は、高反射膜として機能させるた
めに多層構造とした。具体的には、厚さλ／４ｎのアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）と、厚さλ／
４ｎの酸化タンタル（Ｔａ２Ｏ５）とからなる積層膜を４層形成した上に、さらに、厚さ
λ／２ｎのアルミナを１層形成した。尚、λはレーザ光の発振波長であり、ｎは誘電体膜
の屈折率である。
【００１８】
　比較のため、従来の半導体レーザ装置の端面付近を表した模式的な断面図を、図２（ｂ
）に示す。この図において、前端面８にはコーティング膜３２が形成され、後端面９には
コーティング膜３４が形成されている。密着層２１と密着層２３がないことを除いては、
図２（ｂ）の構造は図２（ａ）と同様である。
【００１９】
　図２（ａ）に示す本発明の構造によれば、特許文献５や特許文献６と同様に、コーティ
ング膜と半導体の間に密着層が設けられているので、コーティング膜の剥離を防ぐことが
できる。また、陽極酸化膜は、金属を酸化して作製した絶縁膜であるので、電気的な絶縁
性不良の発生が抑制される。これに対して、図２（ｂ）に示す構造では、密着層がないた
めにコーティング膜３２、３４の剥離が起こりやすい。陽極酸化膜の挿入によるコーティ
ング膜との密着性向上は、特許文献４のＩｎＧａＡｓＰ系半導体には示されていない窒化
物系半導体に特有の効果である。また、特許文献５のような絶縁不良や膜厚制御性の問題
もなく、特許文献６の構造に比べ作製も容易である。
【００２０】
　次に、本実施の形態による窒化物系半導体レーザの製造方法について説明する。
【００２１】
　まず、予めサーマルクリーニングなどにより表面を清浄化したＧａＮ基板１上に、有機
金属化学気相成長（ＭＯＣＶＤ）法により、ｎ型ＡｌＧａＮクラッド層２、ＩｎＧａＮ多
重量子井戸活性層３およびｐ型ＡｌＧａＮクラッド層４を順次積層する。
【００２２】
　上記各層の結晶成長が終了した後は、ＧａＮ基板１の全面にレジストを塗布し、リソグ
ラフィーによりメサ部の形状に対応した所定形状のレジストパターンを形成する。このレ
ジストパターンをマスクとして、例えば、ＲＩＥ法によってｐ型クラッド層４のエッチン
グを行い、光導波路となるリッジストライプ５を形成する。
【００２３】
　次に、マスクとして用いたレジストパターンを残したまま、再び、ＧａＮ基板１の全面
に、例えばＣＶＤ法、真空蒸着法、スパッタリング法などによって、例えば厚さが０．２
μｍのＳｉＯ2 膜を形成する。次いで、レジストの除去と同時にリッジストライプ５上に
あるＳｉＯ2 膜を除去する、いわゆるリフトオフを行う。これにより、リッジストライプ
５上に開口が形成される。
【００２４】
　次に、ＧａＮ基板１の全面に、例えば、真空蒸着法によりＰｔ膜およびＡｕ膜を順次形
成した後、レジストを塗布してリソグラフィーを行い、ウエットエッチングまたはドライ
エッチングによって、表面のｐ電極６を形成する。
【００２５】
　その後、レジストを塗布してリソグラフィーを行い、ウエットエッチングまたはドライ
エッチングによって、基板裏面のストライプと対向する部分以外の部分に、真空蒸着法に
よりＴｉ膜およびＡｕ膜を順次形成し、ｎ電極７をオーミック接触させるためのアロイ処
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理を行う。その後、基板裏面にＴｉ／Ａｕ膜を真空蒸着法やスパッタ法などで成膜し、ｎ
電極を形成する。
【００２６】
　次に、ＧａＮ基板１を劈開などによりバー状に加工して、前端面８と後端面９を形成す
る。その後、バーの前端面８と後端面９に、金属のアルミニウムを５ｎｍの厚さで蒸着す
る。続いて、バーを、前端面８を上に向けてプラズマ陽極酸化装置の下部電極の上に設置
し、金属のアルミニウムを陽極酸化して、金属の陽極酸化膜からなる密着層２１を形成す
る。これにより、アモルファスの膜が形成されるので、結晶の凹凸が緩和されて、その後
に形成するコーティング膜の密着性を向上させることができる。
【００２７】
　図５は、プラズマ陽極酸化装置の構造を示す図である。この図に示すように、プラズマ
陽極酸化装置１０１は、真空容器１０２、上部電極１０３、下部電極１０４、ガス導入管
１０５、真空ポンプ（図示せず）、高周波電源１０７、高周波コイル１０８、ＤＣ電源１
０９から構成されている。陽極酸化膜の形成にプラズマ陽極酸化を用いると、１００℃以
下の低温で、２０ｎｍ以下の酸化膜を膜厚の制御性よく形成することができる。また、溶
液を用いないので、汚染のおそれを少なくすることができ、後に形成するコーティング膜
の密着性低下を防ぐことができる。
【００２８】
　上記工程によって得られたバー１１０を下部電極１０４に設置した後、真空容器１０２
内を排気して真空にする。次に、ガス導入管１０５から酸素ガスを導入し、酸素ガスの流
量と排気速度を調整して、真空容器１０２内の酸素圧力を０．１Ｔｏｒｒ前後に保つ。
【００２９】
　圧力を調整した後、高周波コイル１０８に高周波パワーを印加すると、酸素ガスが励起
されてプラズマとなる。下部電極１０４は、プラズマ中またはプラズマから離れた位置に
ある。通常は、バー１１０がプラズマの直接的なダメージを受けるのを防ぐため、プラズ
マから離れて置かれる。下部電極１０４は水冷され、一定の温度に保たれることができる
。また、下部電極１０４は、それ自体が酸化されるのを防ぐため、バー１１０を置く部分
を除いて、石英カバー１１１で覆われている。
【００３０】
　プラズマ発生後、下部電極１０４に、プラズマに対し正バイアス（０～１００Ｖ）を印
加すると、活性酸素の作用により前端面８が酸化されて陽極酸化膜が形成される。このと
き、定電流モードでバイアスを印加すると、酸化膜の成膜速度を一定に保つことができ、
数百ｎｍの厚い酸化膜を、膜厚の制御性よく形成することができる。ここで、陽極酸化法
は、熱酸化法などと比べ、低温で厚膜が形成できるという特徴を有する。
【００３１】
　前端面８を陽極酸化した後、バー１１０を容器から取出し、後端面９を上に向けて、同
様に陽極酸化膜を形成する。
【００３２】
　バー１１０は、一本ずつ陽極酸化する必要はない。例えば、数十本のバーを重ねて冶具
に固定して真空容器１０２に設置すれば、一度に陽極酸化することができる。また、片面
ずつ陽極酸化する以外にも、プラズマに対し平行に面を向けて同時に両端面を酸化するこ
ともできる。
【００３３】
　以上のようにして陽極酸化膜を形成した後、共振器端面に端面コーティングを施す。そ
の後、このバーをチップ分離することにより、本実施の形態における窒化ガリウム系半導
体レーザ装置が製造される。
【００３４】
　尚、本発明による窒化物系半導体レーザ装置は、上記以外の方法によっても製造するこ
とができる。例えば、上記例では、金属の形成とプラズマ陽極酸化を別の装置で行ったが
、同一の装置で行うこともできる。
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【００３５】
　また、陽極酸化する前に、電圧を印加せずにバー１１０をプラズマに晒してもよい。こ
れにより、端面を清浄化して、膜の密着性を向上させることができる。この場合、プラズ
マガスとして、アルゴンを用いることができる。
【００３６】
　また、陽極酸化後、バー１１０を２００～６００℃でアニールしてもよい。これにより
、陽極酸化膜中の固定電荷が安定化するので、通電中の特性変化を抑制することができる
。アニールは、下部電極１０４の周囲に加熱コイルを設置すれば、真空容器１０２中で行
うことができる。また、真空容器１０２から取出して、専用装置でアニールすることもで
きる。
【００３７】
　さらに、プラズマ陽極酸化装置に代えて、ＫＯＨなどの溶液を用いて陽極酸化膜を形成
することもできる。
【００３８】
　尚、本発明の半導体レーザ装置は、上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の趣旨を逸脱しない範囲内で種々変形して実施することができる。
【００３９】
　例えば、上記実施の形態では、密着層を形成するための金属としてアルミニウムを用い
た。しかし、アルミニウムに代えて、チタン（Ｔｉ）、ニオブ（Ｎｂ）、ジルコニウム（
Ｚｒ）、タンタル（Ｔａ）、シリコン（Ｓｉ）およびハフニウム（Ｈｆ）などの他の金属
を用いてもよい。
【００４０】
　また、コーティング膜２２として、アルミナの単層膜の例を示したが、窒化アルミニウ
ム、アモルファスシリコン、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化ニオブ、酸化ジルコニ
ウム、酸化タンタル、酸化珪素および酸化ハフニウムなどの他の単層膜であってもよい。
陽極酸化膜を形成する金属とコーティング膜の組合せは任意である。
【００４１】
　また、コーティング膜２４として、アルミナと酸化タンタルの多層膜の例を示したが、
窒化アルミニウム、アモルファスシリコン、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化ニオブ
、酸化ジルコニウム、酸化タンタル、酸化珪素および酸化ハフニウムなどを組合せた他の
多層膜によって高反射の膜を形成することもできる。
【００４２】
　また、上記実施の形態では、金属の陽極酸化膜２１の上に、厚さλ／４ｎのコーティン
グ膜２２を形成した。しかし、厚さλ／２ｎのコーティング膜とすることもできる。この
場合には、端面の反射率が約１８％となって、戻り光に強い半導体レーザが得られる。
【００４３】
　さらに、上記実施の形態では、金属の陽極酸化膜２１の上に、厚さλ／４ｎのコーティ
ング膜２２を形成した。しかし、厚さλ／４ｎのコーティング膜２２に代えて、蒸着・ス
パッタ等によりアルミナ、窒化アルミニウム、アモルファスシリコン、酸化アルミニウム
、酸化チタン、酸化ニオブ、酸化ジルコニウム、酸化タンタル、酸化珪素および酸化ハフ
ニウムなどからなる多層膜の低反射膜を形成してもよい。この多層膜は、例えば、特許文
献３に示されている方法により、所望の反射率が得られる層構造とすることができる。多
層膜とすることにより、薄膜の厚さの製造ばらつきがあっても、反射率の変動の小さいコ
ーティング膜が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本実施の形態における半導体レーザ装置の斜視図である。
【図２】（ａ）は、図１の半導体レーザ装置の前端面付近の拡大断面図であり、（ｂ）は
（ａ）の比較例である。
【図３】本実施の形態の半導体レーザ装置の製造に適用可能なプラズマ陽極酸化装置の構
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【符号の説明】
【００４５】
　　１　ＧａＮ基板
　　２　ｎ型クラッド層
　　３　活性層
　　４　ｐ型クラッド層
　　５　リッジ
　　６　ｐ電極
　　７　ｎ電極
　　８　前端面
　　９　後端面
　　２１，２３　密着層
　　２２，２４，３２，３４　コーティング層
　　１０１　プラズマ陽極酸化装置
　　１０２　真空容器
　　１０３　上部電極
　　１０４　下部電極
　　１０５　ガス導入管
　　１０７　高周波電源
　　１０８　高周波コイル
　　１０９　ＤＣ電源
　　１１０　バー
　　１１１　石英カバー

【図１】 【図２】



(8) JP 5162926 B2 2013.3.13

【図３】



(9) JP 5162926 B2 2013.3.13

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－３３５０５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－００６９１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０６０２８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５９－２３２４７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００６／１１７９８５（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平１０－１５０２３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００６／１３４７３７（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００６－２０３１６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２６４３３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１００８３０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｓ　５／００－５／５０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

