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(57)【要約】
【課題】高い放熱性を確保しつつ、歩留まりを向上させ
ることができる半導体装置及びその製造方法を得る。
【解決手段】サブマウント１２上に半田１１を介してジ
ャンクションダウンで半導体レーザ１が実装されている
。半導体レーザ１は、ｎ型ＧａＮ基板２と、ｎ型ＧａＮ
基板２上に形成されｐｎ接合を含む半導体積層構造３と
、半導体積層構造３上に形成された電極８とを有する。
電極８は、半田１１を介してサブマウント１２に接合さ
れている。サブマウント１２と半導体積層構造３との間
において電極８の周りを囲むように高融点金属膜１０が
配置されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サブマウントと、
　前記サブマウント上に半田を介してジャンクションダウンで実装された半導体レーザと
を備え、
　前記半導体レーザは、半導体基板と、前記半導体基板上に形成されｐｎ接合を含む半導
体積層構造と、前記半導体積層構造上に形成された電極とを有し、
　前記電極は、前記半田を介して前記サブマウントに接合され、
　前記サブマウントと前記半導体積層構造との間において前記電極の周りを囲むように高
融点金属膜又は高融点誘電体膜が配置されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記半導体積層構造には、前記電極の周りを囲むように溝が形成され、
　前記溝の内部を前記高融点金属膜又は前記高融点誘電体膜が覆っており、
　前記高融点金属膜は、前記半導体積層構造とオーミック接合していないことを特徴とす
る請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　サブマウントと、
　前記サブマウント上に半田を介してジャンクションダウンで実装された半導体レーザと
を備え、
　前記半導体レーザは、半導体基板と、前記半導体基板上に形成されｐｎ接合を含む半導
体積層構造と、前記半導体積層構造上に形成された電極とを有し、
　前記電極は、前記半田を介して前記サブマウントに接合され、
　前記サブマウントと前記半導体積層構造との間において前記電極の周りを囲むようにメ
タルパッドが配置され、
　前記電極の構成材料が前記半田中に拡散して第１の合金層が形成され、
　前記メタルパッドの構成材料が前記第１の合金層中に拡散して第２の合金層が形成され
、
　前記第２の合金層の融点は、前記半田の融点よりも高いことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　サブマウントと、
　前記サブマウント上に半田を介してジャンクションダウンで実装された半導体レーザと
を備え、
　前記半導体レーザは、半導体基板と、前記半導体基板上に形成されｐｎ接合を含む半導
体積層構造と、前記半導体積層構造上に形成された電極とを有し、
　前記電極は、前記半田を介して前記サブマウントに接合され、
　前記サブマウントと前記電極との間において前記電極の外周に金属膜が配置され、
　前記電極の構成材料が前記半田中に拡散して第１の合金層が形成され、
　前記金属膜の構成材料が前記第１の合金層中に拡散して第２の合金層が形成され、
　前記第２の合金層の融点は、前記半田の融点よりも高いことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　サブマウントと、
　前記サブマウント上に半田を介してジャンクションダウンで実装された半導体レーザと
を備え、
　前記半導体レーザは、半導体基板と、前記半導体基板上に形成されｐｎ接合を含む半導
体積層構造と、前記半導体積層構造上に形成された電極とを有し、
　前記電極は、前記半田を介して前記サブマウントに接合され、
　前記電極の周りを囲むように前記サブマウントに溝が形成され、
　前記溝内に形成された金属層と、
　前記溝内に流れ込んだ前記半田中に前記金属層の構成材料が拡散して金属間化合物が形
成され、
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　前記金属間化合物の融点は、前記半田の融点よりも高いことを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　サブマウントと、
　前記サブマウント上に半田を介してジャンクションダウンで実装された半導体レーザと
を備え、
　前記半導体レーザは、半導体基板と、前記半導体基板上に形成されｐｎ接合を含む半導
体積層構造と、前記半導体積層構造上に形成された電極とを有し、
　前記電極は、前記半田を介して前記サブマウントに接合され、
　前記電極の周りを囲むように前記サブマウントに、前記半田の流動性を向上させる誘引
材料が形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　前記誘引材料は、前記半田と同じ物質、前記半田の構成物質、フラックス、又は前記半
田と合金化すると融点が下がる金属材料であることを特徴とする請求項６に記載の半導体
装置。
【請求項８】
　前記電極の周りを囲むように前記サブマウントに溝が形成され、
　前記溝の内側の側面に前記誘引材料が形成されていることを特徴とする請求項６又は７
に記載の半導体装置。
【請求項９】
　半導体基板と、前記半導体基板上に形成されｐｎ接合を含む半導体積層構造と、前記半
導体積層構造上に形成された電極とを有する半導体レーザを準備する工程と、
　サブマウント上に半田を形成する工程と、
　前記電極の周りを囲むようにメタルパッドを前記半導体レーザ上に形成する工程と、
　前記サブマウント上に前記半田を介してジャンクションダウンで前記半導体レーザを実
装する工程とを備え、
　前記電極は、前記半田を介して前記サブマウントに接合され、
　前記サブマウントと前記半導体積層構造との間において前記電極の周りを囲むようにメ
タルパッドが配置され、
　前記電極の構成材料が前記半田中に拡散して第１の合金層が形成され、
　前記メタルパッドの構成材料が前記第１の合金層中に拡散して第２の合金層が形成され
、
　前記サブマウント上に前記半導体レーザを実装する際の温度は、前記半田の融点よりも
高く、前記第２の合金層の融点よりも低いことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　半導体基板と、前記半導体基板上に形成されｐｎ接合を含む半導体積層構造と、前記半
導体積層構造上に形成された電極とを有する半導体レーザを準備する工程と、
　サブマウント上の接合領域を囲うようにメタルパッドを形成する工程と、
　前記サブマウント上の前記接合領域に半田を形成する工程と、
　前記サブマウント上の前記接合領域に前記半田を介してジャンクションダウンで前記半
導体レーザを実装する工程とを備え、
　前記電極は、前記半田を介して前記サブマウントに接合され、
　前記サブマウントと前記半導体積層構造との間において前記電極の周りを囲むようにメ
タルパッドが配置され、
　前記電極の構成材料が前記半田中に拡散して第１の合金層が形成され、
　前記メタルパッドの構成材料が前記第１の合金層中に拡散して第２の合金層が形成され
、
　前記サブマウント上に前記半導体レーザを実装する際の温度は、前記半田の融点よりも
高く、前記第２の合金層の融点よりも低いことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　半導体基板と、前記半導体基板上に形成されｐｎ接合を含む半導体積層構造と、前記半
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導体積層構造上に形成された電極とを有する半導体レーザを準備する工程と、
　前記電極の外周に金属膜を形成する工程と、
　前記電極上の前記金属膜で囲まれた領域に半田を蒸着する工程と、
　前記サブマウント上に前記半田を介してジャンクションダウンで前記半導体レーザを実
装する工程とを備え、
　前記電極は、前記半田を介して前記サブマウントに接合され、
　前記サブマウントと前記半導体積層構造との間において前記電極の周りを囲むようにメ
タルパッドが配置され、
　前記電極の構成材料が前記半田中に拡散して第１の合金層が形成され、
　前記メタルパッドの構成材料が前記第１の合金層中に拡散して第２の合金層が形成され
、
　前記サブマウント上に前記半導体レーザを実装する際の温度は、前記半田の融点よりも
高く、前記第２の合金層の融点よりも低いことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　ウェハ状の半導体基板上に、ｐｎ接合を含む半導体積層構造と、前記半導体積層構造上
の電極とを有する複数の半導体レーザを形成する工程と、
　隣接する前記半導体レーザ同士の境界をスクライブして前記ｐｎ接合より深い溝を形成
する工程と、
　前記溝の内部表面に高抵抗化処理を行って高抵抗化領域を形成するか、又は前記溝内に
絶縁膜を形成する工程と、
　前記高抵抗化領域又は前記絶縁膜を形成した後に、前記溝に沿って個々の前記半導体レ
ーザに分離する工程と、
　個々の前記半導体レーザに分離した後に、前記サブマウント上に半田を介してジャンク
ションダウンで前記半導体レーザを実装する工程とを備えることを特徴とする半導体装置
の製造方法。
【請求項１３】
　前記高抵抗化処理は熱酸化法又はイオン注入であることを特徴とする請求項１２に記載
の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サブマウント上に半田を介して半導体レーザがジャンクションダウンで実装
された半導体装置及びその製造方法に関し、特に高い放熱性を確保しつつ、歩留まりを向
上させることができる半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体レーザは、半田を介してジャンクションアップ又はジャンクションダウンでサブ
マウント上に実装される。コスト低減のためにチップ幅をシュリンクさせた場合、ジャン
クションアップでは、発光ストライプを避けてワイヤボンドするスペースが無くなる。そ
こで、ジャンクションダウンが一般に用いられる（例えば、特許文献１参照）。また、ジ
ャンクションダウンの方が、放熱性が良くなるため、ハイパワーや高温での特性を改善で
きる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－１１０２０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　実装時のプレスにより、半田が外側に広がってチップの横にはみ出し、チップの側面に
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沿って盛り上がる。ジャンクションアップを用いた場合は、実装面から半導体レーザのｐ
ｎ接合までの距離が離れているため、ｐｎ接合が半田で短絡してしまうことはない。しか
し、ジャンクションダウンを用いた場合は、ｐｎ接合が半田で短絡して、歩留まりが低下
するという問題がある。
【０００５】
　また、ＧａＮ系半導体レーザでは、結晶成長速度が遅いことや、活性層への熱ダメージ
を低減するため、活性層上の上クラッド層やコンタクト層の合計厚みは一般に１μｍ未満
である。これは、ＧａＡｓ系半導体レーザなどの合計厚み３μｍ～５μｍに比べて薄い。
従って、ＧａＮ系半導体レーザの場合は、実装面からｐｎ接合までの距離が短いため、上
記の問題が特に顕著である。
【０００６】
　また、サブマウントと半導体レーザとの間において電極の周りを絶縁膜で囲んで、半田
が半導体レーザの側面へ回り込むのを防ぐことが考えられる。しかし、絶縁膜は放熱性が
低いため、半導体レーザの発光領域で発生した熱をサブマウントに十分に放熱できない。
【０００７】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、その目的は、高い放熱
性を確保しつつ、歩留まりを向上させることができる半導体装置及びその製造方法を得る
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、サブマウントと、前記サブマウント上に半田を介してジャンクションダウン
で実装された半導体レーザとを備え、前記半導体レーザは、半導体基板と、前記半導体基
板上に形成されｐｎ接合を含む半導体積層構造と、前記半導体積層構造上に形成された電
極とを有し、前記電極は、前記半田を介して前記サブマウントに接合され、前記サブマウ
ントと前記半導体積層構造との間において前記電極の周りを囲むように高融点金属膜又は
高融点誘電体膜が配置されていることを特徴とする半導体装置である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、高い放熱性を確保しつつ、歩留まりを向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態１に係る半導体レーザを示す断面図である。
【図２】実施の形態１に係る半導体装置を示す断面図である。
【図３】実施の形態２に係る半導体装置を示す断面図である。
【図４】実施の形態３に係る半導体装置を示す断面図である。
【図５】実施の形態３に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図６】ＡｕＳｎの二元系状態図である。
【図７】実施の形態３に係る半導体装置の製造方法の変形例を説明するための断面図であ
る。
【図８】実施の形態４に係る半導体装置を示す断面図である。
【図９】実施の形態４に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図１０】実施の形態５に係る半導体装置を示す断面図である。
【図１１】実施の形態５に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図１２】ＳｎＡｇの二元系状態図である。
【図１３】実施の形態５に係る半導体装置の変形例を説明するための断面図である。
【図１４】実施の形態６に係る半導体装置を示す断面図である。
【図１５】実施の形態６に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図１６】実施の形態６に係る半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図１７】実施の形態７に係る半導体装置の製造方法を示す平面図である。
【図１８】実施の形態７に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。



(6) JP 2011-222675 A 2011.11.4

10

20

30

40

50

【図１９】図１８の破線で囲った部分の拡大断面図である。
【図２０】実施の形態７に係る半導体装置の製造方法の変形例を示す拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施の形態に係る半導体装置について図面を参照して説明する。同じ構成要素
には同じ符号を付し、説明の繰り返しを省略する場合がある。
【００１２】
実施の形態１．
　図１は、実施の形態１に係る半導体レーザ１を示す断面図である。ｎ型ＧａＮ基板２（
半導体基板）上に、ｐｎ接合を含む半導体積層構造３が形成されている。半導体積層構造
３は、ｎ型ＧａＮ基板２側から順次積層されたｎ型ＡｌＧａＮクラッド層４、ＩｎＧａＮ
活性５、ｐ型ＡｌＧａＮクラッド層６、及びｐ型ＧａＮコンタクト層７を有する。ｐ型Ｇ
ａＮコンタクト層７上に電極８が形成され、ｎ型ＧａＮ基板２の下面に電極９が形成され
ている。電極８，９には金（Ａｕ）が含まれている。
【００１３】
　電極８の周りを囲むように高融点金属膜１０が配置されている。高融点金属膜１０は、
白金（Ｐｔ）、ニッケル（Ｎｉ）、ニッケルクロム合金（ＮｉＣｒ）、タングステン（Ｗ
）、チタン（Ｔｉ）、タングステンチタニウム（ＴｉＷ）、モリブデン（Ｍｏ）、タンタ
ル（Ｔａ）、又はニオブ（Ｎｂ）からなる。なお、高融点金属膜１０の代わりに、上記の
高融点金属膜１０の各材料の酸化膜又は窒化膜からなる高融点誘電膜を用いてもよい。
【００１４】
　図２は、実施の形態１に係る半導体装置を示す断面図である。半導体レーザ１は、半田
１１を介してサブマウント１２上にジャンクションダウンで実装されている。半導体レー
ザ１の電極８は、半田１１を介してサブマウント１２に接合されている。半田１１は、Ａ
ｕＳｎ系、ＳｎＡｇ系、ＳｎＡｇＣｕ系、Ｓｎ－Ｚｎ系、Ｓｎ－Ｂｉ系、ＰｂＳｎ系、Ａ
ｕＳｉ系、ＡｕＧｅ系の合金を形成する材料からなる。
【００１５】
　以上説明したように、本実施の形態では、サブマウント１２と半導体積層構造３との間
において電極８の周りを囲むように高融点金属膜１０又は高融点誘電体膜が配置されてい
る。この高融点金属膜１０又は高融点誘電体膜により、半田１１が半導体レーザ１の側面
へ回り込んでｐｎ接合が短絡するのを防ぐことができるため、歩留まりを向上させること
ができる
【００１６】
　また、高融点金属膜１０や高融点誘電体膜は、絶縁膜より熱伝導率が１０倍程度高い。
高融点金属の熱伝導率は５０～２００Ｗ／ｍ・Ｋであるのに対して、一般的な絶縁膜であ
るＳｉＯ２の熱伝導率は１０Ｗ／ｍ・Ｋ以下、ＳｉＮの熱伝導率は２０Ｗ／ｍ・Ｋ以下で
ある。
【００１７】
　半導体レーザ１の発光領域１３で発生した熱は、電極８、高融点金属膜１０、及び半田
１１を介してサブマウント１２に放熱される。本実施の形態のように電極８の周りを高融
点金属膜１０や高融点誘電体膜で囲んだ場合、電極８の周りを絶縁膜で囲んだ場合と比べ
て、高い放熱性を確保することができる。特に、数１００ｍＷ以上のハイパワーが要求さ
れる半導体レーザや、動作電流・電圧の高い半導体レーザには有利である。
【００１８】
実施の形態２．
　図３は、実施の形態２に係る半導体装置を示す断面図である。半導体積層構造３には、
電極８の周りを囲むように溝１４が形成されている。この溝１４の内部を高融点金属膜１
０又は高融点誘電体膜が覆っている。ただし、高融点金属膜１０は、半導体積層構造３と
オーミック接合していない。その他の構成は実施の形態１と同様である。
【００１９】
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　実装時に、余分な半田１１を溝１４の内部に流れ込ませることができる。従って、半田
１１が半導体レーザ１の側面へ回り込んでｐｎ接合が短絡するのを防ぐことができるため
、歩留まりを向上させることができる。
【００２０】
　溝１４の幅は３０μｍ以下、好適には５～２０μｍである。溝１４の深さはｐｎ接合よ
りも１～１０μｍ程度深い。これにより、余分な半田１１が流れ込む溝１４の体積を大き
くとることができる。
【００２１】
　また、溝１４の位置は、半導体レーザ１の端から５～３０μｍ内側、好適には５～２０
μｍ内側である。このように溝１４をチップ端に近づけることで、半導体レーザ１の幅を
１５０μｍ以下、例えば１００μｍ程度にシュリンクした場合でも、ボンディング幅を大
きく取り、接着強度を確保できる。
【００２２】
実施の形態３．
　図４は、実施の形態３に係る半導体装置を示す断面図である。実施の形態１の高融点金
属膜１０の代わりに、サブマウント１２と半導体積層構造３との間において電極８の周り
を囲むようにメタルパッド１５が配置されている。メタルパッド１５には金（Ａｕ）が含
まれている。半田１１は、８０ｗｔ％のＡｕと２０ｗｔ％のＳｎからなるＡｕＳｎである
。この半田１１の融点は２８０℃である。
【００２３】
　図５は、実施の形態３に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。ま
ず、ｐｎ接合を含む半導体レーザ１を準備する。半導体レーザ１の電極８の周りを囲むよ
うにメタルパッド１５を半導体レーザ１上に形成する。サブマウント１２上に半田１１を
形成する。その後に、サブマウント１２上に半田１１を介してジャンクションダウンで半
導体レーザ１を実装する。サブマウント１２上に半導体レーザ１を実装する際の実装温度
は、約３００～３５０℃である。この実装温度は、半田１１の融点よりも高い。
【００２４】
　この実装時に、図４に示すように、電極８の構成材料のＡｕが半田１１中に拡散して第
１の合金層１６が形成される。図６は、ＡｕＳｎの二元系状態図である。図６に示すよう
に、Ａｕ含有量が多くなるほど、ＡｕＳｎの融点は高くなる。従って、第１の合金層１６
の融点は半田１１の融点よりも高い。
【００２５】
　第１の合金層１６がメタルパッド１５に達すると、メタルパッド１５の構成材料のＡｕ
が第１の合金層１６中に拡散して第２の合金層１７が形成される。第２の合金層１７は、
例えば８５ｗｔ％のＡｕと１５ｗｔ％のＳｎからなる。この第２の合金層１７の融点は約
４００℃まで上昇する。従って、第２の合金層１７の融点は実装温度（約３００～３５０
℃）よりも高いため、半田１１がメタルパッド１５に達して第２の合金層１７になること
で半田１１の溶解が止まる。従って、半田１１が半導体レーザ１の側面へ回り込んでｐｎ
接合が短絡するのを防ぐことができるため、歩留まりを向上させることができる。
【００２６】
　なお、サブマウント１２と半導体積層構造３とメタルパッド１５で囲まれた空間の体積
が、半田１１が合金化した後の体積とほぼ等しくなるようにメタルパッド１５の厚さを設
定する。具体的には、メタルパッド１５の厚さを、図５の半田１１の厚さより数％～３０
％程度薄くする。
【００２７】
　また、ＡｕＳｎ半田はＳｎの組成が高くなった場合も融点が上がるので、構成材料とし
てＳｎを含むメタルパッド１５を用いてもよい。その場合、例えば第２の合金層１７が７
０ｗｔ％のＡｕと３０ｗｔ％のＳｎとなれば、その融点は約３９０℃となる。従って、同
様の効果を得ることができる。
【００２８】
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　また、半田１１は、ＡｕＳｎに限らず、ＳｎＡｇ系、ＳｎＡｇＣｕ系、Ｓｎ－Ｚｎ系、
Ｓｎ－Ｂｉ系、ＰｂＳｎ系、ＡｕＳｉ系、又はＡｕＧｅ系の合金を形成し、組成比によっ
て融点が変わる材料でもよい。そして、メタルパッド１５の材料として、半田１１と合金
化するか、又は半田１１に添加されると、半田１１の融点が上がる材料を含むものを用い
る。これにより、同様の効果を得ることができる。
【００２９】
　図７は、実施の形態３に係る半導体装置の製造方法の変形例を説明するための断面図で
ある。上記の例ではメタルパッド１５を半導体レーザ１上に形成したが、この変形例では
、サブマウント１２上の接合領域１８を囲うようにメタルパッド１５を形成する。そして
、サブマウント１２上の接合領域１８に半田１１を形成する。その後に、サブマウント１
２上の接合領域１８に半田１１を介してジャンクションダウンで半導体レーザ１を実装す
る。その他の工程は上記の例と同じであり、同様の効果を得ることができる。
【００３０】
実施の形態４．
　図８は、実施の形態４に係る半導体装置を示す断面図である。実施の形態１の高融点金
属膜１０の代わりに、サブマウント１２と電極８との間において電極８の外周にＡｕ膜１
９（金属膜）が配置されている。半田１１は、８０ｗｔ％のＡｕと２０ｗｔ％のＳｎから
なるＡｕＳｎである。この半田１１の融点は２８０℃である。
【００３１】
　図９は、実施の形態４に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。ま
ず、ｐｎ接合を含む半導体レーザ１を準備する。そして、半導体レーザ１の電極８の外周
にＡｕ膜１９を形成する。電極８上のＡｕ膜１９で囲まれた領域に半田１１を蒸着する。
その後に、サブマウント１２上に半田１１を介してジャンクションダウンで半導体レーザ
１を実装する。サブマウント１２上に半導体レーザ１を実装する際の実装温度は、約３０
０～３５０℃である。この実装温度は、半田１１の融点よりも高い。
【００３２】
　この実装時に、図８に示すように、電極８の構成材料のＡｕが半田１１中に拡散して第
１の合金層１６が形成される。第１の合金層１６がＡｕ膜１９に達すると、Ａｕ膜１９の
構成材料のＡｕが第１の合金層１６中に拡散して第２の合金層１７が形成される。第２の
合金層１７は、例えば８５ｗｔ％のＡｕと１５ｗｔ％のＳｎからなる。この第２の合金層
１７の融点は約４００℃まで上昇する。従って、第２の合金層１７の融点は実装温度（約
３００～３５０℃）よりも高いため、半田１１がＡｕ膜１９に達して第２の合金層１７に
なることで半田１１の溶解が止まる。従って、半田１１が半導体レーザ１の側面へ回り込
んでｐｎ接合が短絡するのを防ぐことができるため、歩留まりを向上させることができる
。
【００３３】
　なお、サブマウント１２と電極８とＡｕ膜１９で囲まれた空間の体積が、半田１１が合
金化した後の体積とほぼ等しくなるようにＡｕ膜１９の厚さを設定する。具体的には、Ａ
ｕ膜１９の厚さを、図９の半田１１の厚さより数％～３０％程度薄くする。
【００３４】
実施の形態５．
　図１０は、実施の形態５に係る半導体装置を示す断面図である。実施の形態１の高融点
金属膜１０の代わりに、電極８の周りを囲むようにサブマウント１２に溝２０が形成され
ている。溝２０内にＡｕ層２１（金属層）が形成されている。半田１１はＳｎＡｇである
。電極８及びサブマウント１２上にＡｕメッキ２２とＰｔ／フラッシュＡｕ層２３が形成
されている。
【００３５】
　図１１は、実施の形態５に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
まず、ｐｎ接合を含む半導体レーザ１を準備する。次に、サブマウント１２上の接合領域
１８を囲うように溝２０を形成し、溝２０内にＡｕ層２１を形成する。そして、サブマウ
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ント１２上の接合領域１８に半田１１を形成する。その後に、サブマウント１２上の接合
領域１８に半田１１を介してジャンクションダウンで半導体レーザ１を実装する。サブマ
ウント１２上に半導体レーザ１を実装する際の実装温度は、約３００～３５０℃である。
この実装温度は、半田１１の融点よりも高い。
【００３６】
　この実装時に、サブマウント１２の溝２０に半田１１が流入する。これにより、図１０
に示すように、Ａｕ層２１の構成材料のＡｕが半田１１中に拡散して金属間化合物２４が
形成される。金属間化合物２４はＡｕＳｎからなる。この金属間化合物２４が含まれる半
田１１の融点は、例えば３８０℃まで上昇し、実装温度（約３００～３５０℃）よりも高
くなる。これにより、半田１１の溶解が止まるため、溝２０内での半田１１の横方向の広
がりを抑制できる。従って、半田１１が半導体レーザ１の側面へ回り込んでｐｎ接合が短
絡するのを防ぐことができるため、歩留まりを向上させることができる。
【００３７】
　なお、図１２は、ＳｎＡｇの二元系状態図である。ＳｎＡｇの融点は、Ａｇが３．５％
の場合（共晶点）に２２１℃と低く、Ａｇが増えると高くなる。従って、Ａｕ層２１の代
わりに溝２０内にＡｇ層を設けても同様の効果を得ることができる。また、ＳｎＡｇ半田
の代わりに実施の形態３，４と同様にＡｕＳｎ半田を用い、溝２０内にＡｕ層２１又はＳ
ｎ層を設けも同様の効果がある。さらに、半田１１に混入すると半田１１の融点が上がる
ような他の不純物材料を、Ａｕ層２１の代わりに溝２０内に設けても同様の効果を得るこ
とができる。
【００３８】
　図１３は、実施の形態５に係る半導体装置の変形例を説明するための断面図である。Ａ
ｕ層２１をサブマウント１２の溝２０内ではなく、電極８の周りを囲むように半導体レー
ザ１側に設けている。この場合でも同様の効果を得ることができる。なお、Ａｕ層２１を
サブマウント１２の溝２０内と半導体レーザ１側の両方に設ければ更に効果的である。
【００３９】
実施の形態６．
　図１４は、実施の形態６に係る半導体装置を示す断面図である。実施の形態１の高融点
金属膜１０の代わりに、電極８の周りを囲むようにサブマウント１２に溝２０が形成され
ている。溝２０の内側の側面に誘引材料２５が形成されている。誘引材料２５は、半田１
１の流動性を向上させる材料である。具体的には、誘引材料２５は、半田１１と同じ物質
、半田１１の構成物質、フラックス（融剤）、又は半田１１と合金化すると融点が下がる
金属材料である。
【００４０】
　フラックスは、具体的には、金属酸化物を融解する性質を持つホウ砂（４ホウ酸ナトリ
ウムＮａ２Ｂ４Ｏ５（ＯＨ）４・８Ｈ２Ｏ）や塩化亜鉛（ＺｎＣｌ２）水溶液などである
。半田１１と合金化すると融点が下がる金属材料は、具体的には、Ｓｎ－Ｃｕ半田に対し
てＡｇ、Ｓｎ－Ａｇ－Ｂｉ－Ｃｕ半田に対してＢｉ、Ｓｎ－Ａｇ半田に対してＩｎ、Ｓｎ
‐９Ｚｎ半田に対してＡｇ，Ａｌ，Ｇａなどである。Ｓｎ－０．７５Ｃｕ半田（融点２２
７℃）に対して、Ａｇが添加されたＳｎ－３．５Ａｇ－０．７５Ｃｕの融点は２１７℃で
ある。Ｓｎ－２．５Ａｇ－１．０Ｂｉ－０．５Ｃｕ半田（融点２１４℃）に対して、Ｂｉ
の含有量の大きいＳｎ－２．０Ａｇ－３．０Ｂｉ－０．７５Ｃｕの融点は２０７℃である
。
【００４１】
　図１５は、実施の形態６に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
まず、ｐｎ接合を含む半導体レーザ１を準備する。次に、サブマウント１２上の接合領域
１８を囲うように溝２０を形成し、溝２０の内側の側面に誘引材料２５を形成する。そし
て、サブマウント１２上の接合領域１８に半田１１を形成する。その後に、サブマウント
１２上の接合領域１８に半田１１を介してジャンクションダウンで半導体レーザ１を実装
する。
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【００４２】
　この実装時に、誘引材料２５が半田１１に混入すると半田１１の流動性が向上する。こ
れにより、半田１１が溝２０内に流れ込みやすくなる。従って、半田１１が半導体レーザ
１の側面へ回り込んでｐｎ接合が短絡するのを防ぐことができるため、歩留まりを向上さ
せることができる。なお、誘引材料２５の厚さが薄いほど、余分な半田１１が溝２０内に
流れ込みやすくなる。そして、誘引材料２５の面積が大きいほど、より多くの半田１１を
誘引できる。
【００４３】
　図１６は、実施の形態６に係る半導体装置の変形例を示す断面図である。サブマウント
１２に溝２０は形成されていない。電極８の周りを囲むように平坦なサブマウント１２上
に、半田１１を融解しやすくする誘引材料２５が形成されている。この場合でも、誘引材
料２５により半田１１がサブマウント１２上において横方向に広がりやすくなり、半田１
１が盛り上がらないため、同様の効果を得ることができる。
【００４４】
実施の形態７．
　図１７は実施の形態７に係る半導体装置の製造方法を示す平面図であり、図１８はその
断面図である。図１９は、図１８の破線で囲った部分の拡大断面図である。
【００４５】
　まず、ウェハ状のｎ型ＧａＮ基板２上に、ｐｎ接合を含む半導体積層構造３と、半導体
積層構造３上の電極８とを有する複数の半導体レーザ１を形成する。
【００４６】
　次に、図１７及び図１８に示すように、隣接する半導体レーザ１同士の境界をレーザス
クライブによりスクライブしてｐｎ接合より深い溝２６，２７を形成する。なお、具体的
には、溝２６，２７を形成する前にフォトレジスト（不図示）を塗布し、パターニングに
より溝２６，２７を形成する部分のフォトレジストを除去しておく。また、半導体レーザ
１の発光領域１３は劈開面を出す必要があるため、劈開用の溝２７は発光領域１３を避け
て形成する。
【００４７】
　次に、図１９に示すように、溝２６，２７の内部表面に、高温長時間の熱処理である熱
酸化法により高抵抗化処理を行って高抵抗化領域２８を形成する。その後、フォトレジス
トを除去する。ＧａＮ系材料の場合、溝２６，２７の内部表面は、レーザスクライブによ
ってＧａＮ表面の窒素が抜けてＧａリッチな状態となっている。従って、熱酸化法によっ
てＧａＯとなり、容易に高抵抗化できる。また、高抵抗化処理として、Ｈ（プロトン）、
Ｆ、Ｏ、Ｆｅ、Ｚｎ、Ｓｉなどのイオンを注入するイオン注入を行ってもよい。
【００４８】
　次に、溝２６，２７に沿って劈開等を行って個々の半導体レーザ１に分離する。そして
、サブマウント１２上に半田１１を介してジャンクションダウンで半導体レーザ１を実装
する。
【００４９】
　以上説明したように、溝２６，２７の内部表面に高抵抗化処理を行うため、半導体レー
ザ１の側面に高抵抗化領域２８が形成されている。従って、半田１１が半導体レーザ１の
側面へ回り込んでｐｎ接合に達してもｐｎ接合が短絡するのを防ぐことができるため、歩
留まりを向上させることができる。
【００５０】
　なお、一般的に劈開面はコーティングで保護されるため、ｐｎ接合が露出していない。
従って、上記の高抵抗化処理を行わなくてもよい。また、分離用の溝２６と劈開用の溝２
７の両方にレーザスクライブを用いたが、分離用の溝２６のみにレーザスクライブを用い
てもよい。
【００５１】
　また、レーザスクライブは、針スクライブと比較して、微細加工に優れており、作業速
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度が速い。エッチングと比較しても加工制御性に優れているため、深くスクライブできる
。特にＧａＮ系の半導体レーザでは適当なエッチャント液が無く、ウェットエッチングが
困難であるため、レーザスクライブやドライエッチングが必要となる。
【００５２】
　図２０は、実施の形態７に係る半導体装置の製造方法の変形例を示す拡大断面図である
。上記の例では溝２６，２７の内部表面に高抵抗化処理を行ったが、変形例では、溝２６
，２７内に絶縁膜２９を形成する。これにより同様の効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００５３】
１　半導体レーザ
２　ｎ型ＧａＮ基板（半導体基板）
３　半導体積層構造
８　電極
１０　高融点金属膜
１１　半田
１２　サブマウント
１４，２０，２６，２７　溝
１５　メタルパッド
１６　第１の合金層
１７　第２の合金層
１８　接合領域
１９，２１　Ａｕ膜（金属層）
２４　金属間化合物
２５　誘引材料
２８　高抵抗化領域
２９　絶縁膜
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