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536nm で発振する緑色レーザダイオード
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半極性面
520〜530nmの帯域を達成するには、
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研究者らによる今回の成果は、レー
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c 面と水晶軸の両方と 45°
の角度をなす
半極性面上でダイオードを成長させた
のである。この場合、成長はより容易
で効率も高いが、より多くのインジウ
ムが必要となる。
今回、高木氏とそのチームは、これ
までの記録を上回る波長で 100mW を
出力する連続波 InGaNダイオードを、半
極性の GaN 基板上で形成することに成
功したと発表した。幅 2μm、長さ 500
μm で、複数の異なる波長で発振する一
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連のリッジ導波路レーザを作製した。
出力は、525.1nmで167mW、532.1nmで

107mW、535.7nmで 75mWであっ た。

ードの 6.4V から 4.7V に低下させたこ

を出力するレーザの寿命は 5000 時間を

また、536.6nm での連続波発振も観測

とも、ウォールプラグ効率の改善につ

超え、70mW を出力するレーザの寿命

したとしているが、出力については公表
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振する類似の半極性 InGaN レーザダイ
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半極性レーザよりも改善されたと発表

オードは、寿命が長いという（2）。約1000
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研 究 者 らは、525 〜 532nm におけ

したことが、高い出力電力を達成した
主要な要因だった」と述べている。し
きい値電圧をこれまでのレーザダイオ
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