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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に、第１導電型半導体層と、活性層と、第２導電型半導体層とが順に積層さ
れた半導体層と、
　前記第２導電型半導体層の上面に形成されたストライプ状のリッジと、
　前記リッジの上面に形成された導電性酸化物層と、
　前記リッジの側面に形成された、前記半導体層よりも屈折率が低い誘電体層と、
　前記導電性酸化物層及び前記誘電体層を覆うように形成された金属層と、を備え、
　前記導電性酸化物層の全側面及び上面は前記誘電体層から露出し、かつその側面は、前
記リッジの上面に対して傾斜しており、
　前記導電性酸化物層の側面は、前記リッジの側面よりも、前記リッジの上面の法線方向
に対する傾斜角度が大きいことを特徴とする半導体レーザ素子。
【請求項２】
　前記導電性酸化物層の屈折率は、前記半導体層の屈折率よりも低い請求項１に記載の半
導体レーザ素子。
【請求項３】
　前記導電性酸化物層の高さをｄ１、前記リッジの高さをｄ２、前記導電性酸化物層の上
面の幅をａ１、前記導電性酸化物層の下面の幅をｂ１、前記リッジの上面の幅をａ２、前
記リッジ部の下面の幅をｂ２としたときに、ｄ２／ｄ１＞（ｂ２－ａ２）／（ｂ１－ａ１
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）を満たす請求項１又は請求項２に記載の半導体レーザ素子。
【請求項４】
　前記導電性酸化物層の高さをｄ１、前記上面の幅をａ１としたときに、
　ｄ１は５ｎｍ以上であり、かつ、ｄ１＜ａ１を満たす請求項１乃至請求項３のいずれか
１項に記載の半導体レーザ素子。
【請求項５】
　前記リッジの高さｄ２が６００ｎｍ以下である請求項１乃至請求項４のいずれか１項に
記載の半導体レーザ素子。
【請求項６】
　前記半導体レーザ素子は窒化物半導体レーザ素子であり、前記窒化物半導体レーザ素子
の発振波長は４４０ｎｍ以上である請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の半導体
レーザ素子。
【請求項７】
　前記導電性酸化物層はＩＴＯである請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の半導
体レーザ素子。
【請求項８】
　前記活性層はＩｎを含んでおり、前記第２導電型半導体層はＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－

ｙＮ（０≦ｘ、０≦ｙ、０≦ｘ＋ｙ≦１）からなる層を有しており、前記導電性酸化物層
と接する層はＧａＮである請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の半導体レーザ素
子。
【請求項９】
　前記第２導電型半導体層にＡｌを含有する層を有しており、該Ａｌ含有層の膜厚は６０
００Å以下である請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の半導体レーザ素子。
【請求項１０】
　（ａ）基板上に第１導電型半導体層と、活性層と、第２導電型半導体層を順次積層して
半導体層を形成し、該半導体層上に所定形状のマスク層を形成した後、該マスク層を用い
て前記第２導電型半導体層の一部を除去してリッジを形成する工程と、
　（ｂ）少なくともリッジ底面領域からリッジ上の前記マスク層上に至る領域に第２のマ
スク層を形成する工程と、
　（ｃ）前記リッジ上の前記第２のマスク層の一部を除去して、該第２のマスク層から前
記マスク層を露出させる工程と、
　（ｄ）前記リッジ上のマスク層を除去することによりリッジ上面を露出させる工程と、
　（ｅ）前記リッジ上面に、該リッジの上面の法線方向に対する、その側面の傾斜角度が
、前記法線方向に対する前記リッジ側面の傾斜角度よりも大きい導電性酸化物層を形成す
る工程と、
　（ｆ）前記第２のマスク層を除去する工程と、
　（ｇ）少なくとも前記リッジ底面領域からリッジ上の前記導電性酸化物層上に至る領域
に誘電体層を形成する工程と、
　（ｈ）前記リッジの側面に前記誘電体層を残した状態で、前記導電性酸化物層の表面か
ら前記誘電体層を除去して該表面を露出させる工程と、
　（ｉ）前記導電性酸化物層及び前記工程（ｈ）により残された誘電体層の上部に金属層
を形成する工程と、を有することを特徴とする半導体レーザ素子の製造方法。
【請求項１１】
　（Ａ）基板上に第１導電型半導体層と、活性層と、第２導電型半導体層と、導電性酸化
物層とを順次積層する工程と、
　（Ｂ）前記導電性酸化物層上に所定形状のマスク層を形成し、前記マスク層を用いてそ
の側面が傾斜した前記導電性酸化物層をパターニングする工程、
　（Ｃ）前記マスク層及び導電性酸化物層を用いて前記第２導電型半導体層の一部を除去
し、該リッジの上面の法線方向に対する、その側面の傾斜角度が前記導電性酸化物層の前
記法線方向に対する傾斜角度よりも小さいリッジを形成する工程と、
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　（Ｄ）前記マスク層を残存させたまま、前記リッジを含む前記第２導電型半導体層上に
誘電体層を形成する工程と、
　（Ｅ）前記マスク層を除去することにより、前記誘電体層を、前記リッジの側面に接触
させながら、前記リッジ上の前記導電性酸化物層の全側面から離間させる工程と、
　（Ｆ）少なくとも前記導電性酸化物層上面及び前記誘電体層上に金属層を形成する工程
と、を有することを特徴とする半導体レーザ素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体レーザ素子及びその製造方法に関し、より詳細には、導電性酸化物層
を有する半導体レーザ素子及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、半導体発光素子、特に発光ダイオード（ＬＥＤ）においては、電極として導
電性酸化物層が広く用いられている（例えば、非特許文献１等）。
　また、半導体レーザ素子においては、導電性酸化物層は光吸収が少なく、屈折率が低い
などの利点があるため、発光層の屈折率よりも低い屈折率を有する導電性酸化物層を、リ
ッジ形状を有する半導体層上に形成し、導電性電極及びクラッド層の両者の機能をもたせ
る層とする技術（特許文献１）が提案されている。
　さらに、半導体層の積層体上にストライプ状の開口を有するブロック層を配置し、その
開口内を含むブロック層上に導電性酸化物層を形成することにより、導電性電極及びクラ
ッド層の両者の機能をもたせた、リッジ状の突出部を備えたクラッド層電極を配置する技
術（特許文献２）が提案されている。
【０００３】
　これらの半導体レーザ素子においては、リッジ直下の導波路領域と、このリッジ両側直
下の領域とにおける実効的な屈折率分布を確保するために、通常、リッジの側面に誘電体
層が形成されている。
　リッジの側面に誘電体層を形成する方法としては、リッジの底面領域から電極上に至る
領域まで誘電体層を形成し、この誘電体層を、レジストを用いてエッチングすることによ
り、リッジ側面に誘電体層を残しながら、電極に接する箇所の誘電体層を除去する方法が
挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－７４２４９号公報
【特許文献２】特開２００６－４１４９１号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｃｈｉａ－Ｓｈｅｎｇ　ＣＨＡＮＧ ｅｔ．ａｌ，　”ＩｎＧａＮ／Ｇ
ａＮ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅｓ　ｗｉｔｈ　Ｒａｐｉｄｌｙ　Ｔｈ
ｅｒｍａｌ－Ａｎｎｅａｌｅｄ　Ｎｉ／ＩＴＯ　ｐ－Ｃｏｎｔａｃｔｓ”，　Ｊｐｎ．Ｊ
．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｖｏｌ．４２（２００３）ｐｐ．３３２４－３３２７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、導電性酸化物は、その抵抗率の高さにより、電圧を上昇させ、電気特性が不十
分となるため、上記素子は未だ実用化されていない。これらの問題は、特にリッジ構造を
含む電流狭窄構造を用いた場合に、狭い発光領域で電流密度が高くなるため、顕著に現れ
る。
　また、上述した誘電体層の形成方法では、リッジの側面のみに誘電体層を精度良く残す
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ことが困難であった。
　特に、特許文献１のような半導体レーザ素子では、導電性酸化物層と半導体層との側面
が面一に形成されているために、導電性酸化物層と半導体層との界面でエッチングを精度
良く止めることが困難であった。
　従って、リッジの側面に誘電体層が被覆されていない領域が存在する場合には、適切な
光閉じ込めができなくなり、また、リッジの側面に電極が接することによってリークが生
じるなどの問題があった。
　一方、導電性酸化物層の側面に誘電体層が残される場合には、電圧を上昇させ、半導体
レーザ素子の性能を十分に発揮させることができないという課題があった。
【０００７】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、導電性酸化物を用いた半導体レーザ素
子において、電気特性を改善することにより、電力効率を向上させ、信頼性の高い半導体
レーザ素子及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の半導体レーザ素子は、
　基板と、
　前記基板上に、第１導電型半導体層と、活性層と、第２導電型半導体層とが順に積層さ
れた半導体層と、
　前記第２導電型半導体層の上面に形成されたストライプ状のリッジと、
　前記リッジの上面に形成された導電性酸化物層と、
　前記リッジの側面に形成された、前記半導体層よりも屈折率が低い誘電体層と、
　前記導電性酸化物層及び前記誘電体層を覆うように形成された金属層と、を備え、
　前記導電性酸化物層の表面は前記誘電体層から露出し、かつその側面は、前記リッジの
上面に対して傾斜しており、
　前記導電性酸化物層の側面の法線方向に対する傾斜角度は、前記リッジ側面の、前記法
線方向に対する傾斜角度よりも大きいことを特徴とする。
【０００９】
　このような半導体レーザ素子は、以下の１以上を備えることが好ましい。
　前記導電性酸化物層の屈折率は、前記半導体層の屈折率よりも低い。
　前記導電性酸化物層の高さをｄ１、前記リッジの高さをｄ２、前記導電性酸化物層の上
面の幅をａ１、前記導電性酸化物層の下面の幅をｂ１、前記リッジの上面の幅をａ２、前
記リッジ部の下面の幅をｂ２としたときに、ｄ２／ｄ１＞（ｂ２－ａ２）／（ｂ１－ａ１
）を満たす。
　前記導電性酸化物層の高さをｄ１、前記上面の幅をａ１としたときに、
　ｄ１は５０Å以上であり、かつ、ｄ１＜ａ１を満たす。
　前記リッジの高さｄ２が６０００Å以下である。
　前記半導体レーザ素子は窒化物半導体レーザ素子であり、前記窒化物半導体レーザ素子
の発振波長は４４０ｎｍ以上である。
　前記導電性酸化物層はＩＴＯである。
　前記活性層はＩｎを含んでおり、前記第２導電型半導体層はＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－

ｙＮ（０≦ｘ、０≦ｙ、０≦ｘ＋ｙ≦１）からなる層を有しており、前記導電性酸化物層
と接する層はＧａＮである。
　前記第２導電型半導体層にＡｌを含有する層を有しており、該Ａｌ含有層の膜厚は６０
００Å以下である。
【００１０】
　また本発明の半導体レーザ素子の製造方法は、
　（ａ）基板上に第１導電型半導体層と、活性層と、第２導電型半導体層を順次積層して
半導体層を形成し、該半導体層上に所定形状のマスク層を形成した後、該マスク層を用い
て前記第２導電型半導体層の一部を除去してリッジを形成する工程と、
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　（ｂ）少なくともリッジ底面領域からリッジ上の前記マスク層上に至る領域に第２のマ
スク層を形成する工程と、
　（ｃ）前記リッジ上の前記第２のマスク層の一部を除去して、該第２のマスク層から前
記マスク層を露出させる工程と、
　（ｄ）前記リッジ上のマスク層を除去することによりリッジ上面を露出させる工程と、
　（ｅ）前記リッジ上面に、該リッジの上面の法線方向に対する、その側面の傾斜角度が
、前記法線方向に対する前記リッジ側面の傾斜角度よりも大きい導電性酸化物層を形成す
る工程と、
　（ｆ）前記第２のマスク層を除去する工程と、
　（ｇ）少なくとも前記リッジ底面領域からリッジ上の前記導電性酸化物層上に至る領域
に誘電体層を形成する工程と、
　（ｈ）前記リッジの側面に前記誘電体層を残した状態で、前記導電性酸化物層の表面か
ら前記誘電体層を除去して該表面を露出させる工程と、
　（ｉ）前記導電性酸化物層及び前記工程（ｈ）により残された誘電体層の上部に金属層
を形成する工程とを有することを特徴とするか、
【００１１】
　（Ａ）基板上に第１導電型半導体層と、活性層と、第２導電型半導体層と、導電性酸化
物層とを順次積層する工程と、
　（Ｂ）前記導電性酸化物層上に所定形状のマスク層を形成し、前記マスク層を用いてそ
の側面が傾斜した前記導電性酸化物層をパターニングする工程、
　（Ｃ）前記マスク層及び導電性酸化物層を用いて前記第２導電型半導体層の一部を除去
し、該リッジの上面の法線方向に対する、その側面の傾斜角度が前記導電性酸化物層の前
記法線方向に対する傾斜角度よりも小さいリッジを形成する工程と、
　（Ｄ）前記マスク層を残存させたまま、前記リッジを含む前記第２導電型半導体層上に
誘電体層を形成する工程と、
　（Ｅ）前記マスク層を除去し、前記リッジ上の前記導電性酸化物層の表面を露出させる
工程と、
　（Ｆ）少なくとも前記導電性酸化物層上面及び前記誘電体層上に金属層を形成する工程
と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、導電性酸化物を用いた半導体レーザ素子において、電気特性を改善す
ることにより電力効率を顕著に向上させ、信頼性の高い半導体レーザ素子及びその製造方
法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施の形態に係る半導体レーザ素子の構造を説明するための概略横断
面図である。
【図２Ａ】本発明の一実施の形態に係る半導体レーザ素子の一例を示す一部拡大図である
。
【図２Ｂ】本発明の一実施の形態に係る半導体レーザ素子の一例を示す一部拡大図である
。
【図３】本発明の一実施の形態に係る半導体レーザ素子の導電性酸化物層と誘電体層との
状態を示す一部拡大断面図である。
【図４】本発明の一実施の形態に係る半導体レーザ素子の製造方法を説明するための概略
断面工程図である。
【図５】本発明の一実施の形態に係る半導体レーザ素子の製造方法を説明するための概略
断面工程図である。
【図６】本発明の他の実施の形態に係る半導体レーザ素子の製造方法を説明するための概
略断面工程図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本件発明の好ましい実施形態について図面を参照しながら説明する。ただし、以
下に示す実施形態は、本発明の技術思想を具体化するための半導体レーザ素子を例示する
ものであって、本発明は半導体レーザ素子を以下のものに特定しない。さらに以下の説明
において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明
を適宜省略する。
【００１５】
　（半導体レーザ素子）
　本発明の半導体レーザ素子１は、主として、基板と、半導体層と、導電性酸化物層によ
る電極と、誘電体膜とを備えて形成される。このような半導体レーザ素子は、典型的には
、図１に示すように、基板１０上に、第１導電型半導体層１２（例えば、ｎ側半導体層）
、活性層１４、第２導電型半導体層１６（例えば、ｐ側半導体層）が順に積層されており
、第２導電型半導体層１６の上面に導電性酸化物層２０が形成されている。
　図１に示す半導体レーザ素子においては、第２導電型半導体層１６の上面に、ストライ
プ状のリッジ１８が形成されており、このリッジ１８の上面のみで導電性酸化物層２０が
接続されている。つまり、導電性酸化物層２０は、オーミック電極として機能している。
　さらに、リッジ１８の側面には、半導体層の屈折率よりも屈折率の低い誘電体層２４が
形成されている。また、導電性酸化物層２０と、誘電体層２４とを覆うように金属層２２
が形成されている。なお、図３は図１の一部拡大図である。
【００１６】
　（導電性酸化物層）
　図２Ａ及びＢは、リッジ近傍部分の、ストライプ方向に垂直な断面図である。
　図２Ａに示すように、導電性酸化物層２０の側面は、リッジの上面２８に対して傾斜し
ている。言い換えると、リッジ上面２８に形成される導電性酸化物層２０の断面形状は、
リッジの中央部に平坦部となる上面３０を有しており、その上面の両端からリッジ側面方
向に向かって膜厚が低減する傾斜部３２を有している。ここで、導電性酸化物層の上面３
０の幅（ａ１）は、１．８μｍ～２５．０μｍ程度が挙げられる。傾斜部３２の長さは上
面３０の端部からリッジ上面の端部までの長さを意味する。傾斜部の長さは、リッジ下部
の幅（ｂ２）やリッジ上面２８の幅（ｂ１）によって適宜調整されるが、０．１μｍ～３
．０μｍの範囲であることが好ましい。導電性酸化物層２０の下面の幅をａ２とする。
【００１７】
　導電性酸化物層の傾斜部３２は、導電性酸化物層の上面３０と導電性酸化物層の下面２
８とを繋ぐように形成されていればよく、複数の面で形成されていてもよい。
【００１８】
　図２Ａ及びＢに示す例では、導電性酸化物層の傾斜部３２は上面３０から下面２８に向
かって広がる傾斜面を有している。
　このように、導電性酸化物層２０の角部が面取りされる形状とすることにより、角部に
おいて応力が集中することを緩和することができ、この上に接続される金属層２２の剥が
れを効果的に抑制することができる。加えて、金属層２２と導電性酸化物層２０との接触
面積を増加させることができるため、金属層２２と導電性酸化物層２０との密着性をより
向上させることができる。さらに、導電性酸化物層２０の体積を減少させて、電気抵抗率
を低減することが可能となり、金属層２２との接触面積を増大させることも相俟って、動
作電圧を低下させることができ、電力効率を顕著に向上させることができる。
【００１９】
　導電性酸化物層２０の側面の角度は、図２Ａに示すように、リッジ上面に対するリッジ
１８の側面の角度よりも小さいことが適している。言い換えると、リッジ上面の法線方向
に対する導電性酸化物層２０の側面の傾斜角度は、図２Ｂに示すように、リッジ１８の側
面の法線方向に対する傾斜角度よりも大きいことが適している。
　ここで、図２Ａにおいて、導電性酸化物層の側面の「角度」とは、リッジの上面２８と
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、導電性酸化物層の側面３２とのなす角度のことをいい、θ１で示す角度のことである。
リッジ上面に対するリッジ１８側面の「角度」とは、リッジの下面に相当する面と、リッ
ジの側面とのなす角度のことをいい、θ２で示す角度のことである。
　また、図２Ｂにおいて、導電性酸化物層の側面３２の「傾斜角度」とは、リッジの上面
２８の法線方向に対する傾斜した導電性酸化物層の側面３２の角度のことをいい、θ１’
で示される。θ１＋θ１’は常に９０°の関係を意味する。リッジ側面の「傾斜角度」と
は、リッジの上面の法線方向に対して傾斜したリッジ側面の角度のことをいい、θ２’で
示される。θ２＋θ２’は常に９０°の関係を意味する。
【００２０】
　リッジ１８の側面３２と、導電性酸化物層２０の側面３４とが、リッジ上面に対して同
じ角度で連続して形成されている場合は、導電性酸化物層２０と第２導電型半導体層２４
とが面一になるため、導電性酸化物層の側面とリッジの側面とに設けられた誘電体の垂直
方向の厚さに差が生じない。
　また、θ１＞θ２及びθ１’＜θ２’の場合は、電流注入される幅ａ２に対して、屈折
率差の幅ｂ２が広くなりすぎ、閾値が高くなり効率が悪化する。
【００２１】
　図２に示すように、θ１＜θ２及びθ１’＞θ２’とすることにより、リッジ側面に形
成された誘電体層は、導電性酸化物層の側面に形成された誘電体層よりもエッチングされ
にくくなるため、リッジ側面に誘電体層を残しやすくなる。特に、誘電体層のエッチング
に異方性のあるＲＩＥ等のドライエッチング装置を用いる場合には、確実に異方性のある
エッチングを行うことができるため、寸法精度良く誘電体層を形成することができる。ま
た、θ１＜θ２及びθ１’＞θ２’とすることにより、リッジ側面の誘電体層の垂直方向
の厚さを、導電性酸化物層の垂直方向の厚さに比べて大きくすることができ、リッジ側面
に誘電体層を残した構造を作ることができる。つまり、誘電体層２４を、リッジ１８の側
面のみに精度良く配置することができる。
　これにより、導電性酸化物層の表面（つまり、上面３０及び側面３４）を誘電体層２４
から安定して露出させることができ、導電性酸化物層の表面を、確実に金属層２２に接続
させることができる。その結果、上述したように、密着性や電力効率を向上させることが
できる。
【００２２】
　θ１＜θ２及びθ１’＞θ２’を満たす場合を、導電性酸化物層２０とリッジの幅及び
高さの関係式で示すと、以下のようになる。
　ｄ２／ｄ１＞（ｂ２－ａ２）／（ｂ１－ａ１）
　ここで、ｄ１は導電性酸化物層の高さであり、ｄ２はリッジ１８の高さである。
　よって、この式を満たすように、導電性酸化物層及びリッジの幅及び高さを設定するこ
とが好ましい。
【００２３】
　特に、導電性酸化物層の高さｄ１を５０Å以上としたときに、ｄ１＜ａ１を満たすこと
が好ましい。これにより、導電性酸化物層を形成する際にマスク層を用いてその上から導
電性酸化物層を形成し、マスク層を除去することでマスク層のない部分に導電性酸化物層
を形成する（リフトオフ）場合に、導電性酸化物層を精度良く形成することができる。
【００２４】
　また、特定の厚みおよび形状の導電性酸化物層を第２導電型半導体層の特定の箇所に形
成して、共振器端面を形成するための劈開をすることにより、劈開性が向上することが確
認された。これは、半導体層に対して、導電性酸化物層が与える応力が影響しているため
と考えられる。このようにして劈開性を向上させるために、導電性酸化物層の厚み（つま
り、高さｄ１）を、０．０５μｍ以上とすることが好ましく、０．１～０．４μｍ程度が
より好ましい。
　さらに、リッジの高さｄ２を０．６μｍ以下とすると、リッジにかかる応力を少なくす
ることができるため、より一層劈開性が向上する。リッジの高さｄ２と、導電性酸化物層
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の厚み（高さｄ１）の合計を２．０μｍ以下とすることがより好ましい。
【００２５】
　一般に、半導体層は、半導体層を形成する各層の格子定数が異なることによる応力を内
在している。特に、Ｉｎの含有量を多くするほど、半導体層にかかる応力が大きくなり、
Ｉｎを含有する層における劈開面に、段差が発生する現象が見られる。このような段差が
発生することにより、閾値電流の上昇、閾値電流以上での発光出力の立ち上がりの傾き角
η（スロープ効率）の低下やばらつきが大きくなる等の問題が生じる。
　このような状態の半導体層上に、導電性酸化物層を形成して応力を加えることにより、
またリッジの高さを０．６μｍ以下とすることにより、半導体層にかかる応力を緩和して
いると考えられる。半導体層にかかる応力を緩和した状態で劈開することにより、半導体
層の組成にかかわらず、つまり、半導体層がＩｎを含有する場合であっても、段差の生じ
る割合を減少させることができる。その結果、閾値の上昇や発光出力の立ち上がりの傾き
角η（スロープ効率）の低下やばらつきを小さくすることができる。
【００２６】
　導電性酸化物層２０は、クラッド層兼電極として機能させることが好ましい。これによ
り、従来用いていた半導体によるクラッド層を省略することが可能となるため、クラック
を低減した信頼性の高い長波長の半導体レーザ素子を実現できる。また、クラッド層が省
略されることにより、半導体レーザ素子の動作電圧の増大を抑制することができる。
　本明細書においてクラッド層とは、後述するように、活性層（井戸層と障壁層を含む）
の上側と下側に位置するそれぞれの膜のうち、井戸層の屈折率より低く、膜厚は少なくと
も１００ｎｍ以上ある層のことを指す。これらは多層膜や超格子構造、またはＧＲＩＮ構
造であってもよい。このように活性層の上下に光屈折率の小さなクラッド層を設けること
により、光を活性層に閉じ込める機能をもつ。このクラッド層がないと、閾値電流が数倍
増加し、ときには全くレーザ発振しない場合もある。
【００２７】
　つまり、クラッド層として機能させるとは、実質的に光を閉じ込めるという意味であり
、ある層がクラッド層として機能しているかは、等価屈折率シミュレーション等によって
確認することができる。例えば、５００ｎｍにおけるＧａＮ、ＡｌＮ、ＩｎＮの屈折率を
２．３６８、２．１２２、２．８として、各層の屈折率をその層を構成する半導体の混晶
比に基づいて比例計算で算出して等価屈折率シミュレーションを行う。そのシミュレーシ
ョンの結果、光の最大強度を１．０として、活性層を中心に活性層の上下にある特定の層
までの領域で、光の強度が０．５以上となる領域のそれらの上下にある層をクラッド層と
考えてよい（層の途中で０．５以上となる場合は、そこからクラッド層と考える）。その
ためクラッド層は多層膜であることもある。また、簡易には、半導体レーザ素子のニアフ
ィールドパターンから導波路の大きさを見積もり、その導波路の大きさに合う位置にある
層をクラッド層と判断することもできる。
【００２８】
　導電性酸化物層２０をクラッド層として機能させるために、導電性酸化物層の屈折率は
、半導体層の屈折率よりも低くすることが好ましい。導電性酸化物層は、例えば、亜鉛（
Ｚｎ）、インジウム（Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）、ガリウム（Ｇａ）、アルミニウム（Ａｌ）
、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、ニッケル（Ｎｉ）、金（Ａｕ）、ランタン（Ｌａ）、ストロ
ンチウム（Ｓｒ）、フッ素（Ｆ）及びマグネシウム（Ｍｇ）からなる群から選択された少
なくとも１種の元素を含む層により形成することができる。具体的にはＺｎＯ（屈折率：
約１．９５）、Ｉｎ２Ｏ３、ＳｎＯ２、ＡＴＯ、ＩＴＯ（ＩｎとＳｎとの複合酸化物）、
ＩＺＯ、ＭｇＯ等が挙げられる。なかでも、ＩＴＯ（屈折率：約２．０）が好ましい。
【００２９】
　この導電性酸化物層は、可視光のみならず、例えば、波長３６０ｎｍ～６５０ｎｍの波
長の光を吸収することなく、効率よく、例えば、透過率が９０％以上、あるいは８５％以
上、８０％以上で光を透過させることができるものであることが好ましい。これにより、
意図する波長の半導体レーザ素子の電極として利用することができる。さらに、導電性酸
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化物層は、例えば、比抵抗が１×１０－３Ωｃｍ以下、好ましくは１×１０－４～１×１
０－６Ωｃｍ程度であることが好ましい。これにより、電極として有効に利用することが
できる。
【００３０】
　導電性酸化物層２０は、共振器端面と離間して形成されることが好ましい。導電性酸化
物層２０が、共振器端面にまで及んでいる場合、電流が共振器端面にまで注入されること
となり、共振器端面付近に熱が発生し、特に高出力の素子では発熱が顕著になるため、Ｃ
ＯＤレベルの低下が懸念される。そこで、導電性酸化物層２０は、共振器端面と離間する
ように、すなわち、リッジのストライプ方向の両端部には、導電性酸化物層２０を形成し
ないようにすることが好ましく、さらに、導電性酸化物層２０が形成されない領域に、導
電性酸化物層の屈折率に近い材料を設けて、導電性酸化物層が形成されない端面側との屈
折率差を小さくすることがより好ましい。これにより、ＦＦＰ形状が乱れることを抑制す
ることができる。
【００３１】
　（基板）
　基板としては、サファイア、スピネル（ＭｇＡ１２Ｏ４）、炭化珪素、シリコン、Ｚｎ
Ｏ、ＧａＡｓ、窒化物基板（ＧａＮ、ＡｌＮ等）であることが好ましい。また、基板の厚
みは、例えば、５０μｍから１０ｍｍ程度が挙げられる。ここで、窒化物基板は、ＭＯＶ
ＰＥ、ＭＯＣＶＤ法（有機金属化学気相成長法）、ＨＶＰＥ法（ハライド気相成長法）等
の気相成長法、超臨界流体中で結晶育成させる水熱合成法、高圧法、フラックス法、溶融
法等により形成することができる。また、市販のものを用いてもよい。この基板は、例え
ば、第１主面及び／又は第２主面に０．０３～１０°程度のオフ角を有する窒化物基板で
あることがより好ましい。また、単位面積当たりの転位数が１×１０７／ｃｍ２以下であ
ればよい。
【００３２】
　基板は、ｎ型の導電性を有するものでもよいし、ｐ型の導電性を有するものでもよい。
半導体層を成長させる成長面の面方位に関しては、Ｃ面（０００１）、Ａ面（１１－２０
）、Ｍ面（１－１００）または半極性面（１１－２２）、（２０－２１）、（１０－１－
１）、（１０－１－２）などの基板を用いることができる。
【００３３】
　（半導体層）
　半導体層は、第１導電型半導体層１２、活性層１４及び第２導電型半導体層１６からな
る積層体によって構成される。
【００３４】
　基板上の半導体層の成長方法は、特に限定されないが、ＭＯＶＰＥ（有機金属気相成長
法）、ＭＯＣＶＤ（有機金属化学気相成長法）、ＨＶＰＥ（ハイドライド気相成長法）、
ＭＢＥ（分子線エピタキシー法）など、窒化物半導体の成長方法として知られている全て
の方法を用いることができる。特に、ＭＯＣＶＤは、減圧～大気圧の条件で、結晶性良く
成長させることができるので好ましい。
【００３５】
　第１導電型半導体層は、特に限定されないが、化合物半導体、さらに窒化物半導体、特
に、一般式がＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１
）で示されるものが好ましい。これに加えて、III族元素としてＢが一部に置換されたも
のを用いてもよいし、Ｖ族元素としてＮの一部をＰ、Ａｓで置換されたものを用いてもよ
い。第１導電型及び第２導電型は、いずれか一方がｎ型、他方がp型を意味する。ｎ型半
導体層は、ｎ型不純物として、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｓ、Ｏ、Ｔｉ、Ｚｒ、ＣｄなどのＩＶ
族元素又はＶＩ族元素等を１種類以上含有していてもよい。また、ｐ型半導体層は、ｐ型
不純物として、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｂｅ、Ｍｎ、Ｃａ、Ｓｒ等を含有している。不純物は、例え
ば、５×１０１６／ｃｍ３～１×１０２１／ｃｍ３程度の濃度範囲で含有されていること
が好ましい。なお、第１導電型半導体層及び第２導電型半導体層を構成する半導体層の全
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てが必ずしも不純物を含有していなくてもよい。
【００３６】
　第１導電型半導体層及び／又は第２導電型半導体層は、光ガイド層を有していることが
好ましく、さらにこれらの光ガイド層が活性層を挟んだ構造であるＳＣＨ（Ｓｅｐａｒａ
ｔｅ Ｃｏｎｆｉｎｅｍｅｎｔ Ｈｅｔｅｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）構造とすることが好ま
しい。第１導電型半導体層の光ガイド層と第２導電型半導体層の光ガイド層とは、互いに
組成及び／又は膜厚が異なる構造であってもよい。
【００３７】
　例えば、第１導電型半導体層（以下、「ｎ型半導体層又はｎ側半導体層」と記すことが
ある）、活性層、第２導電型半導体層（以下、「ｐ型半導体層又はｐ側半導体層」と記す
ことある）は、単一膜構造、多層膜構造又は組成比が互いに異なる２層からなる超格子構
造を備えていてもよい。また、これらの層に組成傾斜層、濃度傾斜層を備えたものであっ
てもよい。
【００３８】
　ｎ型半導体層は、組成及び／又は不純物濃度が異なる２層以上の構造であってもよい。
　例えば、第１のｎ型半導体層は、ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ＜１、０≦ｙ
≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１）によって形成することができ、好ましくはＡｌｘＧａ１－ｘＮ（
０≦ｘ≦０．５）、さらに好ましくはＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ≦０．３）によって形
成することができる。具体的な成長条件としては、反応炉内での成長温度を９００℃以上
で形成することが好ましい。また、第１のｎ型半導体層はクラッド層として機能させるこ
とができる。膜厚は０．５～５μｍ程度が適当である。なお、後述するように、ｎ型半導
体層側に低屈折率の導電性酸化膜を設ける場合は、第１のｎ型半導体層は省略可能である
。
　第２のｎ型半導体層は、光ガイド層として機能させることができ、ＩｎｘＡｌｙＧａ１

－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ＜１、０≦ｙ＜１、０≦ｘ＋ｙ≦１）によって形成することができる
。膜厚は０．１～５μｍが適当である。第２のｎ型半導体層は省略可能である。
　ｎ型半導体層の層間に、単数又は複数の半導体層を追加形成してもよい。
【００３９】
　活性層は、多重量子井戸構造又は単一量子井戸構造のいずれでもよい。井戸層は、少な
くともＩｎを含有している一般式ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ＜
１、０≦ｘ＋ｙ≦１）を有することが好ましい。Ｉｎ含有量を高くすることで長波域の発
光が可能となり、Ａｌ含有量を高くすることで紫外域の発光が可能となり、３００ｎｍ～
６５０ｎｍ程度の波長域での発光が可能である。活性層を量子井戸構造で形成することに
より、発光効率を向上させることができる。
【００４０】
　活性層上にはｐ型半導体層が積層されている。第１のｐ型半導体層は、ｐ型不純物を含
有したＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦０．５）によって形成することができる。第１のｐ
型半導体層はｐ側電子閉じ込め層として機能する。第１のｐ型半導体層の膜厚は、特に限
定されないが、例えば、２００Å以下である。
　第２のｐ型半導体層は、光ガイド層として機能させることができ、ＩｎｘＡｌｙＧａ１

－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ＜１、０≦ｙ＜１、０≦ｘ＋ｙ≦１）によって形成することができる
。第２のｐ型半導体層の膜厚もまた、特に限定されないが、例えば、３０００Å～８００
０Åである。
【００４１】
　第２のｐ型半導体層の上に、クラッド層として機能するｐ型不純物を含有したＡｌｘＧ
ａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦０．５）又はＧａＮとＡｌＧａＮとからなる超格子層を形成するこ
とができるが、この層は省略してもよい。この層を省略することにより、活性層成長後の
ｐ側半導体層の成長時間を省略することができる。
【００４２】
また、一般に、ｐ側半導体層を低抵抗化させるため、ｐ側半導体層は、ｎ側半導体層又は
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活性層よりも高温で積層することが好ましい。しかし、ｐ側半導体層を高温で成長させる
と、Ｉｎ混晶比の高い活性層は分解することがある。従って、この層を省略することによ
り、ｐ側半導体層を高温で成長させることによる活性層へのダメージ等を軽減させること
ができる。さらに、高抵抗であるｐ側半導体層の積層数を低減させることができるため、
動作電圧を低減することができる。
【００４３】
　第３のｐ型半導体層は、ｐ型不純物を含有したＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１）で形
成することができる。第３のｐ型半導体層は、上述した導電性酸化物層２０と接する層と
して形成することができる。Ａｌを多く含有すると電圧が上昇する傾向があるため、０≦
ｘ≦０．３とすることが好ましい。また、ｘ＝０、すなわちＧａＮとすると、ｐ型不純物
であるＭｇが活性化しやすく、導電性酸化物層とのオーミック抵抗が小さくなるため好ま
しい。
　これらの半導体層にはＩｎを混晶させてもよい。
　また、第１のｐ型半導体層、第２のｐ型半導体層は省略可能である。
　各層の膜厚は、３ｎｍ～３００ｎｍ程度が適当である。
　ｐ型半導体層の層間に、単数又は複数の半導体層を追加形成してもよい。
　ｐ側半導体層の総膜厚を７００ｎｍ以下、さらにＡｌ含有層の膜厚を６００ｎｍ以下と
することにより、劈開性が向上し、劈開面の段差等を軽減することができる。
【００４４】
　４４０ｎｍ以上の比較的長波長の半導体レーザ素子においては、十分な屈折率差を設け
るためにｐ側及び／又はｎ側のクラッド層においてＡｌ混晶を高くする必要がある。また
、３８０ｎｍ以下の紫外領域の光を発振する半導体レーザ素子では、Ａｌ混晶の高い層を
形成することによって光の吸収を防止することができる。しかし、Ａｌ混晶の高い層を形
成すると、半導体層にクラックが発生しやすい。従って、クラッド層を省略することによ
り、クラックを低減した信頼性の高い長波長の半導体レーザ素子を実現できる。
【００４５】
　（誘電体層）
　誘電体層２４は、リッジ底面領域であるｐ側半導体層上面とリッジ側面の絶縁性を確保
するとともに、ｐ側半導体層に対する屈折率差を確保して、活性層からの光の漏れを制御
し得る機能を有する。そのため、誘電体層２４は、半導体層の屈折率よりも屈折率の低い
材料によって形成することが適している。例えば、Ｓｉ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｚｒ
、Ｓｃ、Ｔａ、Ｇａ、Ｚｎ、Ｙ、Ｂ、Ｔｉ及びこれらの酸化物（例えば、ＳｉＯ２、Ａｌ

２Ｏ３、Ｎｂ２Ｏ３、ＴｉＯ２、Ｔａ２Ｏ等）、窒化物（例えば、ＡｌＮ、ＡｌＧａＮ、
ＢＮ等）、フッ化物等の化合物が挙げられる。なかでも、ＺｒＯ２及びＳｉＯ２（屈折率
：約１．４５）が好ましい。
【００４６】
　誘電体層は、単層でもよいし、適当な屈折率を得るために、組成の異なる複数の材料を
積層して用いてもよい。誘電体の膜厚は特に限定されず、材料の組成、屈折率等によって
適宜調整することができ、導電性酸化物層と同程度であることが適している。具体的には
、０．１～２．０μｍ程度が挙げられる。
【００４７】
　さらに、このような半導体レーザ素子は、図１に示すように、半導体層の側面に保護膜
２５が形成されていてもよい。保護膜２５は、絶縁性の材料からなるものであればよく、
好ましくは半導体層よりも屈折率の低い材料からなるものである。
　図１に示す半導体レーザ素子において、保護膜２５は、リッジから離間した誘電体層２
４の上に積層されており、半導体層の上面から側面を被覆するように形成されている。誘
電体層２４と保護膜２５とは、同じ材料でもよいし、異なる材料であってもよい。
【００４８】
　（その他の構成）
　本発明の半導体レーザ素子は、共振器端面であるフロント側端面及び／又はリア側端面
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に、例えば、絶縁性の保護膜や、窒化膜からなる保護膜が形成されている。誘電体層２４
と保護膜２５は、絶縁性の材料からなるものであればよく、好ましくは半導体層よりも低
屈折率の材料からなるものである。
【００４９】
　（半導体レーザ素子の製造方法）
　本発明の半導体レーザ素子の製造方法は、図４の工程（ａ）～工程（ｉ）に示すように
、まず、工程（ａ）において、基板上に、活性層を含む半導体層を形成する。ここでの半
導体層は、基板上に、第１導電型半導体層１２（ｎ側半導体層）、活性層１４及び第２導
電型半導体層１６（ｐ側半導体層）をこの順に積層する。
【００５０】
　次に、基板上に半導体層を積層したウェハの半導体層上に所定形状のマスク層を形成す
る。
　マスク層の形成方法の１つを以下に開示するが、マスク層の形成方法としてはこれに限
定されるものではない。
　まず、半導体層上にマスク層３４とレジスト層（図示しない）を順に形成する。このレ
ジスト層を所定形状にパターニングし、さらにレジスト層をマスクとして用いてマスク層
を同一形状にパターニングする。マスク層をパターニングした後、レジスト層を除去する
ことにより所定形状のマスク層を形成することができる。ここで、マスク層の材料として
は、ＳｉＯ２、ＳｉＯＮ、ＳｉＮ等が挙げられる。このマスク層は他の公知のマスク材料
で転用することが可能である。マスク層の膜厚は特に限定されるものではなく、例えば、
１００ｎｍ～１０００ｎｍ程度とすることが適しており、２００ｎｍ～６００ｎｍ程度が
好ましい。マスク層は、ＣＶＤ法、スパッタ法、蒸着法等の公知の方法により形成するこ
とができる。
【００５１】
　続いて、半導体層上にリッジを形成する。マスク層の開口部から半導体層の上面にある
ｐ側半導体層の一部を除去してリッジを形成する。
　ｐ側半導体層の一部を除去する方法は、特に限定されることなく、ウェットエッチング
又はドライエッチングのいずれの方法を用いてもよい。具体的には、半導体層の材料を考
慮して、マスク層との選択比が大きくなるエッチャントを選択して、除去することが好ま
しい。リッジの大きさは、マスク層の大きさにほぼ対応するが、その底面側の幅が広く上
面に近づくにつれてストライプ幅が小さくなる順メサ形状、積層面に垂直な側面を有する
形状であってもよいし、これらが組み合わされた形状でもよい。
【００５２】
　リッジの側面の角度、すなわち、図４（ａ）に示すθ２は、６０°～９０°であること
が好ましく、より好ましくは７０°～９０°、さらに好ましくは８０°～９０°である。
ここで、マスク層３４がリッジの上面に積層した状態で、リッジを形成するため、マスク
層３４の側面は、リッジの角度と略同じ角度とすることが好ましい。言い換えると、リッ
ジの側面の傾斜角度θ２’は、０°～３０°であることが好ましい。
【００５３】
　工程（ｂ）において、少なくともリッジの両側の底面領域から、リッジ上面のマスク層
３４上に至る領域に第２のマスク層３６を形成する。リッジ底面領域とリッジ側面のみな
らず、リッジ上面のマスク層３４が形成された領域にも第２のマスク層３６を形成する。
ここで、第２のマスクの材質としては特に限定されるものではないが、レジスト層をパタ
ーン形成することが好ましい。第２のマスク層の膜厚は特に限定されるものではなく、例
えば、０．１μｍ～３．０μｍ程度が挙げられる。
【００５４】
　工程（ｃ）において、第２のマスクのパターンを形成する。パターンの形成方法として
は、工程（ｂ）において形成した第２のマスク層３６の表面から、ウェットエッチング法
又はドライエッチング法等により適当なエッチャントを用いてマスク層を溶解、一部除去
又は薄膜化するなどの方法が挙げられる。これにより、マスク層を露出させることができ
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る。つまり、リッジが形成された位置にリッジと同じ形状の開口部を形成することができ
る。第２のマスクに開口部を形成する方法は、レジストパターンの材料等を考慮して、フ
ォトリソグラフィーを用い、適当なエッチャントを選択して、ウェットエッチング又はド
ライエッチング等を行なう方法が挙げられる。例えば、硝酸、フッ化水素酸、希塩酸、希
硝酸、硫酸、塩酸、酢酸、過酸化水素等の酸の単独又は２種以上の混合液、アンモニア等
のアルカリ溶液の単独又はアンモニアと過酸化水素等の混合液、各種界面活性剤等の適当
なエッチャントが挙げられる。また、不要な箇所に残存する第２のマスクを除去する方法
は、浸漬、超音波処理又はこれらの組み合わせ等、公知の方法が挙げられる。これは他の
マスク層や第３のマスク層の除去にも利用することができる。
【００５５】
　第２のマスク層３６の形成する開口部は、リッジ上面の幅（ａ１）よりも狭い幅である
ことが好ましい。これにより、側面に傾斜部を有する導電性酸化物層を容易に形成するこ
とができる。また、第２のマスク層３６の上面が、リッジの上面２８よりも上部に位置す
るように形成させる。例えば、図４（ｃ）に示すように、リッジ上部のマスク層３４の上
面と、第２のマスク層３６の上面がほぼ面一となるように形成することができる。
【００５６】
　工程（ｄ）において、リッジ上面のマスク層３４を除去する。このマスク層３４の除去
方法としては、ウェットエッチング等のエッチングを用いることが好ましい。ここでのマ
スク層３４の除去方法としては、上述した第２のマスク層３６の開口部の形成方法を利用
することもできる。これにより、第２のマスク層３６が除去された部分に凹部が形成され
、この凹部の底面にリッジ上面２８が露出される。
【００５７】
　工程（ｅ）において、リッジ上面２８及び第２のマスク層３６上に導電性酸化物層２０
を形成する。ここでは、前記工程（ｄ）の除去工程後に露出したリッジ上面に導電性酸化
物層２０を形成する。導電性酸化物層の形成方法としては、公知の方法を用いることがで
きるが、スパッタ法、又は蒸着法を用いることが好ましい。ここで、第２のマスク層３６
の開口部が凹部になっていることから導電性酸化物層を形成することにより、平坦な上面
３０と傾斜部３２とを有する導電性酸化物層を形成することができる。また、リッジ上面
に接する電極の幅は、リッジの幅と略同一幅となる。但し、リッジ幅が７．０μｍ以上の
場合には、リッジ幅よりも狭く電極を形成してもよい。
【００５８】
　ここで、後述する（ｈ）の工程において、リッジの側面及びリッジ底面領域において誘
電体層２４を残し、一方、導電性酸化物層２０と接する領域においては誘電体層２４を除
去することを精度良く行うために、導電性酸化物層２０の側面の角度（θ１）を、リッジ
側面の角度（θ２）よりも小さくなるように形成する。言い換えると、導電性酸化物層２
０の側面の傾斜角度（θ１’）を、リッジ側面の傾斜角度（θ２’）よりも大きくなるよ
うに形成する。
　θ１は、４５°～８５°であることが好ましく、より好ましくは６０°～８０°である
。θ１’は、１５°～４５°であることが好ましく、より好ましくは１０°～３０°であ
る。
【００５９】
　工程（ｆ）において、第２のマスク層３６とその上の導電性酸化物層２０を除去するこ
とによりリッジ底面領域とリッジ側面とを露出させる。ここでは第２のマスク層３６を除
去することにより、この上の導電性酸化物層を同時に除去する。ここでの第２のマスク層
３６の除去方法としては、上述した除去方法のいずれかを用いればよいが、リフトオフ法
やウェットエッチングを用いることが好ましい。
【００６０】
　工程（ｇ）において、リッジ底面領域から導電性酸化物層の上面にかけて誘電体層２４
を形成する。この誘電体層１６は、例えば、スパッタ法、真空蒸着法、気相成長法等の当
該分野で公知の方法により形成することができる。
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【００６１】
　工程（ｈ）において、誘電体層２４をリッジの側面に残した状態で、誘電体層２４を導
電性酸化物層２０の表面から除去する。
　この除去方法は、特に限定されるものではないが、エッチバック法によることが好まし
い。
　図５を用いて、誘電体層２４を、リッジの側面及びリッジの底面領域４０に残した状態
で、導電性酸化物層２０の表面から除去する方法の一例について説明する。
　工程（ｇ）によって、リッジ底面領域から導電性酸化物層の上面にかけて誘電体層２４
を形成した状態で、さらに、図５に示す工程（ｊ）に示すように、誘電体層２４を覆うよ
うに第３のマスク３８を形成する。
【００６２】
　次に、工程（ｋ）によって、第３のマスク層３８の表面からウェットエッチング法によ
り適当なエッチャントを選択してエッチングする。このとき、第３のマスク層３８の上面
が、導電性酸化物層２０の下面よりも若干高く位置するようにエッチングする。これによ
って、第３のマスク層３８の上面及びそれよりも若干下側の誘電体層２４が除去され、導
電性酸化物層の表面を覆わずにその表面を露出させることができ、リッジの側面及びリッ
ジ底面領域を完全に被覆しうる誘電体層２４を形成することができる。
【００６３】
　リッジの上に形成された導電性酸化物層２０の側面は、工程（ｅ）により、リッジ側面
の角度よりも小さい。すなわち、θ１＜θ２及びθ１’＞θ２’とすることで、リッジ側
面に形成された誘電体層が、導電性酸化物層の側面に形成された誘電体層よりもエッチン
グされにくくなる。このように、θ１＜θ２及びθ１’＞θ２’とした状態で、第３のマ
スク層３８の上面が、導電性酸化物層２０の下面よりも若干高く位置するようにエッチン
グすることで、誘電体層２４を精度よく配置させることができる。
【００６４】
　このようにして、誘電体層２４をリッジの側面に残し、誘電体層２４が導電性酸化物層
２０の表面から除去された状態で、工程（ｉ）において、導電性酸化物層２０の上面３０
及び側面の傾斜部３２を被覆する金属層２２を形成する。
　金属層２２は、いわゆるパッド電極として用いることができ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ａｕ、Ｐｔ
、Ｐｄ、Ｗ等の金属からなる積層膜とすることが好ましい。具体的には、導電性酸化物層
側からＷ－Ｐｄ－Ａｕ又はＮｉ－Ｔｉ－Ａｕ、Ｎｉ－Ｐｄ－Ａｕの順に形成した膜が挙げ
られる。パッド電極の膜厚は特に限定されないが、最終層のＡｕの膜厚を１００ｎｍ程度
以上とすることが好ましい。金属層２２の形状は、特に限定されない。
【００６５】
　また、別の半導体レーザ素子の製造方法は、図６の工程（Ａ）～工程（Ｆ）に示すよう
に、まず、工程（Ａ）において、上記と同様に、基板上に第１導電型半導体層と、活性層
と、第２導電型半導体層と、導電性酸化物層とを順次積層して、半導体層５０を形成し、
さらに、その上に、導電性酸化物層５１を形成する。
【００６６】
　工程（Ｂ）において、導電性酸化物層５１上に、所定形状のマスク層５２を形成する。
ここでのマスク層５２は、上述した方法と同様に形成することができる。このマスク層５
２を利用して、このマスク層５２から露出する導電性酸化物層５１を除去することによっ
て、その側面が傾斜した導電性酸化物層５１をパターニングする。ここでの除去は、上述
したようなエッチングを利用することが適しており、異方性エッチング、例えば、ＲＩＥ
を利用することが好ましい。この際、マスク層５２も多少除去し得る条件を選択する。そ
れによって、半導体層５０上面に対する水平方向に減退する。その結果、マスク層５２の
側面直下に存在する導電性酸化物層５１の一部が除去され、テーパー形状になる。つまり
、エッチングによるマスク層の若干の水平方向の減退と、異方性エッチングとが相まって
、導電性酸化物層５１の厚み方向におけるエッチングの程度が変化する。これによって、
導電性酸化物層５１の側面を傾斜させることができる。



(15) JP 5742325 B2 2015.7.1

10

20

30

40

50

【００６７】
　工程（Ｃ）において、マスク層５２及び導電性酸化物層５１を利用して、第２導電型半
導体層の一部を除去してリッジを形成する。ここでのリッジの形成は、上述した方法と実
質的に同様に形成することができる。この際の第２導電型半導体層の除去は、半導体層と
導電性酸化物層とのエッチングレートが異なる条件でエッチングすることが適している。
これによって、工程（Ｂ）におけるようなマスク層の水平方向の減退のような現象を、導
電性酸化物層に生じさせないように制御することができる。また、異方性エッチングを利
用することが好ましい。これらによって、第２導電性酸化物層の厚み方向におけるエッチ
ングの程度の変化を最小限に留めることができ、第２導電性酸化物層（つまり、リッジ）
の側面を、上述した関係を満たすように、導電性酸化物層５１の側面の角度よりも大きい
角度に留めることができる。言い換えると、リッジ側面の傾斜角度は、導電性酸化物層５
１の側面の傾斜角度よりも小さい傾斜角度とすることができる。
【００６８】
　工程（Ｄ）において、マスク層５２を残存させたまま、上記と同様に、リッジを含む第
２導電型半導体層上に誘電体層５３を形成する。
【００６９】
　工程（Ｅ）において、マスク層５２を除去する。この際のマスク層５２の除去は、リフ
トオフ法を利用することが適している。これによって、角度の大きなリッジ側面において
は誘電体層５３が密着している一方、リッジ上に存在する、角度の小さい導電性酸化物層
５１の側面においては誘電体層５３を密着させず、離間させることができる。これにより
、導電性酸化物層５１の表面、つまり、上面及び傾斜した側面の双方を露出させることが
できる。
【００７０】
　工程（Ｆ）において、上記と同様に、少なくとも導電性酸化物層５１上面及び誘電体層
５３上に金属層５４を形成する。
【００７１】
　本発明の半導体素子の製造方法では、任意の段階で、例えば、後述するｎ側電極を形成
する前に、基板の第２主面を研磨することが好ましい。基板の研磨方法は、当該分野で公
知であるいずれの方法も利用することができる。
【００７２】
　さらに、上述した導電性酸化物層の形成前後に、基板の第２主面に、部分的又は全面に
、ｎ側電極を形成することが好ましい。ｎ側電極は、例えば、スパッタ法、ＣＶＤ、蒸着
等で形成することができる。ｎ側電極のパターン形成には、リフトオフ法を利用すること
が好ましく、ｎ側電極を形成した後、３００℃程度以上でアニールを行うことが好ましい
。ｎ側電極としては、例えば、総膜厚１μｍ程度以下が挙げられる。ｎ側電極の材料は特
に限定されるものではなく、例えば、基板側からＶ（膜厚１０ｎｍ）－Ｐｔ（膜厚２００
ｎｍ）－Ａｕ（膜厚３００ｎｍ）の順に積層されて形成される。他には、Ｔｉ（１５ｎｍ
）－Ｐｔ（２００ｎｍ）－Ａｕ（３００ｎｍ）、Ｔｉ（１０ｎｍ）－Ａｌ（５００ｎｍ）
、Ｔｉ（６ｎｍ）－Ｐｔ（１００ｎｍ）－Ａｕ（３００ｎｍ）、Ｔｉ（６ｎｍ）－Ｍｏ（
５０ｎｍ）－Ｐｔ（１００ｎｍ）－Ａｕ（２１０ｎｍ）等が例示される。
【００７３】
　ｎ側電極上にメタライズ電極を形成してもよい。メタライズ電極は、例えば、Ｔｉ－Ｐ
ｔ－Ａｕ－（Ａｕ／Ｓｎ）、Ｔｉ－Ｐｔ－Ａｕ－（Ａｕ／Ｓｉ）、Ｔｉ－Ｐｔ－Ａｕ－（
Ａｕ／Ｇｅ）、Ｔｉ－Ｐｔ－Ａｕ－Ｉｎ、Ａｕ－Ｓｎ、Ｉｎ、Ａｕ－Ｓｉ、Ａｕ－Ｇｅ等
により形成することができる。メタライズ電極の膜厚は、特に限定されない。メタライズ
電極のみでオーミック特性が維持される場合には、ｎ側電極が省略可能である。
【００７４】
　任意に、例えば、工程（ｈ）の後、誘電体層２４の上に、保護膜２５を形成してもよい
。保護膜２５は、当該分野で公知の方法により形成することができる。
【００７５】
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　任意に、半導体層に共振器面を形成する。共振器面は、エッチング又は劈開等により、
当該分野で公知の方法により形成することができる。共振器面を劈開によって形成する場
合には、リッジから離間した領域に、劈開の補助溝を形成することが好ましい。補助溝間
の距離は４０μｍ以上であることが好ましく、８０μｍ以上であることがより好ましい。
このような範囲で補助溝を形成することにより、意図する位置での劈開の精度を保ったま
ま、リッジ周辺の劈開面の段差を低減することができる。
【００７６】
　また、任意の段階に、得られた共振器面、つまり、共振器面の光反射側及び／又は光出
射面に、保護膜を形成することが好ましい。保護膜はＳｉＯ2、ＺｒＯ2、ＴｉＯ2、Ａｌ2

Ｏ３、Ｎｂ2Ｏ５、ＡｌＮ、ＡｌＧａＮ等からなる単層膜又は多層膜とすることが好まし
い。
　さらに、共振器方向に分割することにより、半導体素子のチップを得ることができる。
この分割は、任意の段階で分割補助溝を形成し、それを用いてスクライブすることなどに
よって形成することができる。
【００７７】
　本発明の半導体レーザ素子の製造方法では、導電性酸化物層の側面及び上面を誘電体層
から安定して露出することができ、リッジの側面は略完全に誘電体層で被覆することがで
きる。これにより、誘電体層の形成を高精度に制御することが可能となり、半導体レーザ
素子の製造歩留まりを向上させることができる。
【００７８】
　以下に、本発明の半導体レーザ素子の実施例を説明するが、本発明は以下の実施例に限
定されるものではない。
　実施例１
　この実施例の半導体レーザ素子は、図１に示すように、Ｃ面を成長面とするＧａＮ基板
１０上に、ｎ側半導体層１２、活性層１４及びｐ側半導体層１６をこの順に積層した半導
体層が形成されており、ｐ側半導体層１６の上面にはストライプ状のリッジ１８が形成さ
れている。
　また、リッジ１８上には、導電性酸化物層２０が接続されている。この導電性酸化物層
２０には、リッジのストライプ方向に垂直な断面形状において、前記導電性酸化物層の側
面が、前記リッジの上面に対して傾斜されており、導電性酸化物層の上面、側面及び誘電
体層２４を被覆するように、金属層２２が形成されている。さらに、図示しないが、半導
体層の共振器面には、Ａｌ２Ｏ３からなる誘電体膜が形成されている。
【００７９】
　このような半導体レーザ素子は、以下の製造方法によって形成することができる。
　（リッジの形成）
　まず、ＧａＮ基板１０を準備する。次に、この基板１０上に、ｎ側半導体層１２、活性
層１４及びｐ側半導体層１６をこの順に積層した半導体層を形成する。
　活性層１４の井戸層の組成をＩｎ０．２０Ｇａ０．８０Ｎとし、発振波長を４４５ｎｍ
とし、ｐ型半導体層１６は、第１のｐ型半導体層としてＡｌＧａＮを１０ｎｍ、第２のｐ
型半導体層としてＡｌＧａＮを０．５μｍ、第３のｐ型半導体層としてＧａＮを１５ｎｍ
積層させる。
　その後、ｐ側半導体層１６のほぼ全面に、ＣＶＤ装置により、マスク層３４としてＳｉ
Ｏ２膜を５００ｎｍの膜厚で形成する。その後、ＲＩＥ（反応性イオンエッチング）装置
を用いたエッチングによりマスク層の幅を１５．０μｍにパターン形成する。ここでマス
ク層の幅を後述するリッジ幅とする。
【００８０】
　次に、図４（ａ）に示すように、積層された半導体層の上面にリッジを形成する。具体
的には、半導体層の上層であるｐ側半導体層１６の上面にリッジ１８を形成する。ここで
、ＲＩＥ装置を用いて、マスク層の開口部に露出しているｐ側半導体層１６をエッチング
することにより、幅１５．０μｍ程度、高さ０．４５μｍ程度のストライプ状のリッジ１



(17) JP 5742325 B2 2015.7.1

10

20

30

40

50

８を形成する。リッジの側面の角度θ２は７８°、傾斜角度θ２’は１２°である。
【００８１】
　その後、図４（ｂ）に示すように、リッジ底面領域４０からマスク層３４の上面を被覆
する第２のマスク層３６を形成する。この第２のマスク層は、レジスト層を膜厚１．２μ
ｍで形成する。
【００８２】
　次に、図４（ｃ）に示すように、第２のマスク層２２をマスク層３４が露出するまでエ
ッチングする。具体的には、ＲＩＥ装置を用いて、第２のマスク層２２をエッチングする
ことにより形成される。
【００８３】
　次に、図４（ｄ）に示すように、先の工程で露出したマスク層２１をウェットエッチン
グにより除去する。このエッチングによりリッジ上面２８が露出される。
【００８４】
（導電性酸化物層の形成）
　次に、図４（ｅ）に示すように、リッジ１８上及び第２のマスク層３６上に導電性酸化
物層２０を形成する。この導電性酸化物層は、第２のマスク層の開口部からリッジ上に形
成されるため、開口部の直下であるリッジの中央部上には平坦面が形成され、その両外側
には傾斜部３２が形成される。この導電性酸化物層の材料としては、ＩＴＯをスパッタ装
置を用いて形成する。
　ここで、導電性酸化物層の上面の幅ａ１は、１３．０μｍであり、下面の幅ｂ１は１５
．０μｍである。また、導電性酸化物層の厚さｄ１は、４００ｎｍである。リッジの上面
に対する側面の角度θ１は６３°、傾斜角度θ１’は２７°であり、θ１＜θ２及びθ１
’＞θ２’の関係が満たされている。
【００８５】
　次に、図４（ｆ）に示すように、第２のマスク層３６を除去することで、この上に形成
されていた導電性酸化物層も同時に除去される。第２のマスク層の除去方法は、剥離液を
用いたリフトオフ法であり、第２のマスク層と同時に、この第２のマスク層上の導電性酸
化物層も除去される。導電性酸化物層２０は、リッジ上面２８でのみ半導体層と接触して
いるため、電流のリークは発生しない。
【００８６】
（誘電体層の形成）
　次に、図４（ｇ）に示すように、リッジ底面領域４０からリッジ側面、導電性酸化物層
の傾斜面、導電性酸化物層の上面を被覆する誘電体層２４を形成する。この誘電体層は、
スパッタ装置を用いてＳｉＯ２膜を膜厚２００ｎｍで形成する。
【００８７】
　次に、ＳｉＯ２膜の上全面に、膜厚２．５μｍで第３のマスク層３８として、レジスト
層を形成する。図５（ｋ）に示すように、この第３のマスク層３８（レジスト層）を、酸
素を用いたエッチバックにより、平坦化する。これにより、第３のマスク層３８は、導電
性酸化物層が形成されたリッジの上面及びリッジの側面の上部に対応する位置に開口が形
成される。
【００８８】
　次に、図５（ｌ）に示すように、ドライエッチングにより、導電性酸化物層２０の上面
に被覆された誘電体層２４を除去する。リッジの側面の角度θ２は、導電性酸化物層の側
面の角度θ１よりも大きく形成されているため、ドライエッチングにより必要な部分、つ
まりリッジの側面を被覆する誘電体層をエッチングする可能性を低くすることができ、こ
れにより、リッジの全側面が誘電体層２４に覆われ、かつ、導電性酸化膜２０の上面及び
側面は誘電体層２４から露出された状態で誘電体層２４を形成することができる。
【００８９】
　次に、リッジ底面領域４０上にリッジ側面から３５μｍ程度離間した領域に第２の保護
膜２５を形成する。この第２の保護膜２５は、さらに半導体層の側面まで被覆している。
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　その後、図４（ｉ）に示すように、導電性酸化物層２０及び誘電体層２４上にｐ側パッ
ド電極として金属層２２を形成する。また、基板１０の裏面にｎ側電極２６を形成する。
半導体層のフロント側共振器面には、Ａｌ２Ｏ３からなる誘電体膜を形成する。また、半
導体層のリア側共振器面には、ＺｒＯ２とＳｉＯ２からなる誘電体多層膜を形成する。以
上により、半導体レーザ素子を形成することができる。
【００９０】
　このように、実施例１の半導体レーザ素子では、導電性酸化物層の半導体層と接する側
の面積を広く確保した状態で導電性酸化物層に傾斜部３２を設けていることで、電気抵抗
率を低減させることができる。また、金属層２２と導電性酸化物層２０との接触面積を多
く取れることも相俟って、動作電圧を低下させることができ、電力効率を顕著に向上させ
ることができる。
　さらに、このような製造工程によると、誘電体層２４を必要な箇所にのみ適切に精度良
く形成することができるため、特性が安定した半導体レーザ素子を製造することができる
。
【００９１】
　実施例２
　実施例１において、活性層１４の井戸層の組成をＩｎ０．２２Ｇａ０．７８Ｎとし、発
振波長を５１０ｎｍとし、リッジ幅を５μｍとし、その他は実施例１と同様にして半導体
レーザ素子を作成する。長波長領域であってもクラックの発生を抑制することができる。
その他は実施例１と同様の効果が得られる。
【００９２】
　実施例３
　実施例１において、第２のｐ型半導体層の組成をＡｌＧａＮからＧａＮに変更する。ま
た、活性層１４の井戸層の組成をＩｎ０．０５Ｇａ０．９５Ｎとし、発振波長を４０５ｎ
ｍとし、リッジ幅を１．５μｍとし、その他は、実施例１と同様にして半導体レーザを作
成する。実施例１と同様の効果が得られる。
【００９３】
　実施例４
　実施例１において、θ１を７６°、θ２を８４°とし、その他は実施例１と同様にして
半導体レーザ素子を作成する。実施例１と同様の効果が得られる。
【００９４】
　実施例５
　実施例１において、導電性酸化物層をＩＺＯとし、その他は実施例１と同様にして半導
体レーザ素子を作成する。実施例１とほぼ同様の効果が得られる。
【００９５】
　実施例６
　実施例１において、基板の面方位を（２０－２１）面とし、第２のｐ型半導体層の組成
をＡｌＧａＮからＧａＮに変更する。その他は実施例１と同様にして半導体レーザ素子を
作成する。実施例１とほぼ同様の効果が得られる。
【００９６】
　実施例７
　実施例１において、第２のｐ型半導体層の組成をＩｎＧａＮとＧａＮの超格子構造に変
更する。また、活性層１４の井戸層の組成をＩｎ０．２Ｇａ０．８Ｎとし、発振波長を４
７３ｎｍとし、リッジ幅を２．５μｍとし、その他は、実施例１と同様にして半導体レー
ザを作成する。実施例１と同様の効果が得られる。
【００９７】
　実施例８
　実施例１において、基板の面方位を（１０－１-１）面とし、第２のｐ型半導体層の組
成をＡｌＧａＮからＧａＮに変更する。その他は実施例１と同様にして半導体レーザ素子
を作成する。実施例１とほぼ同様の効果が得られる。
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【００９８】
　実施例９
　実施例１において、基板の面方位を（１０－１－２）面とし、第２のｐ型半導体層の組
成をＡｌＧａＮからＧａＮに変更する。その他は実施例１と同様にして半導体レーザ素子
を作成する。実施例１とほぼ同様の効果が得られる。
【００９９】
　実施例１０
　実施例１において、基板の面方位を（１１－２２）面とし、第２のｐ型半導体層の組成
をＡｌＧａＮからＧａＮに変更する。その他は実施例１と同様にして半導体レーザ素子を
作成する。実施例１とほぼ同様の効果が得られる。
【０１００】
　実施例１１
　実施例１の半導体レーザ素子を、以下の製造方法によって形成する。
　まず、図６（Ａ）に示すように、実施例１の製造方法と同様に、ＧａＮ基板１０上に、
ｎ側半導体層１２、活性層１４及びｐ側半導体層１６をこの順に積層した半導体層５０を
形成する。
　半導体層５０の上に、導電性酸化物層５１を形成する。この導電性酸化物層５１として
ＩＴＯ膜を、スパッタ装置を用いて形成する。導電性酸化物層５１の厚さｄ１（図２参照
）は４００ｎｍである。
【０１０１】
　次いで、図６（Ｂ）に示すように、実施例１と同様に、導電性酸化物層５１のほぼ全面
に、ＣＶＤ装置により、マスク層５２としてＳｉＯ２膜を５００ｎｍの膜厚で形成する。
その後、ＲＩＥ装置を用いたエッチングによりマスク層５２の幅を１５．０μｍにパター
ン形成する。
　このマスク層５２を用いて、導電性酸化物層５１をエッチングする。ここでのエッチン
グは、例えば、エッチングガスとしてヨウ素を用いたＲＩＥ装置によって行なう。ここで
パターニングされる導電性酸化物層５１は、上述したマスク層５２の減退、異方性エッチ
ング等の作用により、その側面をテーパー状に形成することができる。つまり、導電性酸
化物層５１の上面の幅ａ１を、１３．０μｍとし、下面の幅ｂ１を１５．０μｍ、半導体
層５０の上面に対する側面の角度θ１は６３°、傾斜角度θ１’は２７°とすることがで
きる。
【０１０２】
　図６（Ｃ）に示すように、マスク層５２及び導電性酸化物層５１を用いて第２導電型半
導体層の一部を除去する。この除去は、ＲＩＥ装置を用いて、半導体層５０をエッチング
することにより、幅１５．０μｍ程度、高さ０．４５μｍ程度のストライプ状のリッジを
形成することができる。ここでのリッジの側面の角度θ２は、７８°、傾斜角度θ２’は
、１２°であり、θ１＜θ２及びθ１’＞θ２’の関係が満たされている。
【０１０３】
　図６（Ｄ）に示すように、マスク層５２を残存させたまま、リッジを含む半導体層５０
上に誘電体層５３を形成する。この誘電体層５３は、スパッタ装置を用いてＳｉＯ２膜を
膜厚２００ｎｍで形成する。これによって、リッジ底面領域からリッジ側面、導電性酸化
物層５１の傾斜面、マスク層５２の側面及び上面を被覆することができる。
【０１０４】
　図６（Ｅ）に示すように、マスク層５２を除去し、リッジ上の導電性酸化物層５１の表
面を露出させる。ここでのマスク層５２の除去は、実施例１と同様に、剥離液を用いたリ
フトオフ法である。このマスク層５２の除去と同時に、導電性酸化物層５１の上面のみな
らず、側面も、誘電体層５３から剥離させることができる一方、リッジの側面では、誘電
体層５３の剥離を阻止して密着させたままとすることができる。
【０１０５】
　その後、図６（Ｆ）に示すように、実施例１と同様に、少なくとも導電性酸化物層５１
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上面及び誘電体層５３上に、ｐ側パッド電極として金属層５４を形成する。また、基板の
裏面にｎ側電極を形成する。半導体層のフロント側共振器面には、Ａｌ２Ｏ３からなる誘
電体膜、リア側共振器面には、ＺｒＯ２とＳｉＯ２からなる誘電体多層膜を形成し、半導
体レーザ素子を得る。
　このように、実施例１の製造方法とは異なる方法によっても、実施例１と同様の半導体
レーザ素子を製造することができる。この半導体レーザ素子は、導電性酸化物層の半導体
層と接する側の面積を広く確保した状態で導電性酸化物層の側面に傾斜を設けているため
、電気抵抗率を低減させることができる。また、金属層５４と導電性酸化物層５１との接
触面積を増大させることができ、動作電圧を低下させ、電力効率を顕著に向上させること
ができる。
　さらに、このような製造工程によっても、誘電体層５３を精度良く形成することができ
るため、安定した特性の半導体レーザ素子を製造することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本発明の半導体レーザ素子は、全てのデバイス、例えば、光ディスク、光通信システム
、プロジェクタ又は印刷機、測定器等に利用することができる。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　　半導体レーザ素子
１０　基板
１２　第１導電型半導体層
１４　活性層
１６　第２導電型半導体層
１８　リッジ
２０、５１　導電性酸化物層
２２、５４　金属層
２４、５３　誘電体層
３０　上面
３２　傾斜部
３４、５２　マスク層
３６　第２のマスク層
３８　第３のマスク層
４０　リッジ底面領域
５０　半導体層
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