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フォトニックネットワークに貢献する光半導体技術

光源の低消費電力化

誰でも手軽に高速大容量の通信が

利用できるようになり，通信量の大幅

な増加が続いています．通信システム

が消費する電力や通信機器の設置場所

も増加してしまうため，光通信機器の

低消費電力化と小型・低コスト化が

強く求められています．

光通信機器の光送信部には，半導

体レーザを用いた光通信用モジュール

が用いられており，ペルチェなどの温

度調整器を省いたモジュールが低消費

電力化のためには必須となっています．

その実現には幅広い環境温度下でも安

定して動作する半導体レーザが必要と

なります．

本稿では，光ファイバの分散が少な

く波形劣化が小さく，メトロ・アクセス

網，イーサネットに用いられる1.3 μm

帯レーザの低消費電力化について紹介

します．

これまで光ファイバの通信波長帯で

ある，1.3 μmや1.55 μm帯のレーザ

にはInP（インジウムリン）基板上に

InGaAsP（インジウムガリウムヒ素リ

ン）系の量子井戸という材料が長く使

われてきました．この材料系は室温付

近では良好な特性を持ちますが，環境

温度が上昇すると，図１（a）のように，

光出力の低下と駆動電流の上昇といっ

たような特性劣化が大きいという課題

があり，温度調整器が必須で，消費電

力の低減が困難でした．そこで，図１

（b）のような温度特性の良いレーザが必

要とされてきました．

温度特性を左右する原理について説

明します．図２のように半導体レーザ

は厚さ数10 nmという非常に薄い領域

（量子井戸）に電流を注入し，そこで

発生する光の増幅効果を利用し，レー

ザ発振をさせます．しかしながら，環

境温度が高くなるにつれ，熱エネル

ギーによりその狭い領域に電子を閉じ

込めておくことができず，漏れてしま

い，量子井戸以外の部分で光増幅に

寄与せずに消費されてしまう電子が増

え，特性の低下が生じてしまいます．

広い温度範囲で安定した光出力の動

作をさせるには，この量子井戸活性層

とその周りの層（障壁層やクラッド層）

高温動作・低消費電力化を実現する
メタモルフィックレーザ

光通信用機器の低消費電力化のために，温度調節器がなくても広い温度範
囲での光出力や安定した動作が可能なレーザ光源が必要とされています．本
稿では，半導体レーザの材料研究によりレーザの温度特性を大幅に改善した，
メタモルフィックレーザについて紹介します．
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図１　半導体レーザの温度特性 
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を電子が感じるエネルギーに大きな差

を持たせた深いポテンシャル構造をつ

くる必要があります．

1.3 μm帯レーザの材料系の種類と

駆動電流値，特徴・用途を表に示し

ます．InP基板上では1.3 μm帯レー

ザをつくると，量子井戸に深いポテン

シャル構造をつくることが困難となり

ます．InP基板上でInGaAsP系より

高 温 環 境 下 での劣 化 の少 ない

InGaAlAs（インジウムガリウムアル

ミニウムヒ素）系材料の研究が進み，

最近では一部実用化されてきています．

一方，GaAs基板上のInGaAs量子

井戸を用いたレーザでは，障壁層や

クラッド層に大きなバンドギャップの

層を用いることができるため，深いポ

テンシャルを形成することができ，非

常に良好な温度特性が得られていまし

た．しかしながら，短波長の領域に適

した材料系を成膜しやすいGaAs基板

上では，1.3μｍ帯をつくろうとすると

量子井戸の歪が大きくなりすぎてしま

うという問題から，これまで実現は困

難でした．近年GaAs基板上において

も，1.3 μm帯でレーザ発振可能な

InGaAsNやInAs量子ドットなどといっ

た新材料，新構造の活性層が提案さ

れ，良好な温度特性のレーザが報告さ

れていますが，信頼性や変調特性など

で課題が残されています．

私たちはGaAsとInPの間の格子定

数を持つ擬似的な基板をメタモルフィッ

ク＊１成長技術によりGaAs基板上に作

製し，温度特性が良く，高速変調が

可能なレーザを目指してきました．

メタモルフィック成長技術

基板の格子定数とは違う材料系を

結晶成長できるメタモルフィック成長

技術により，基板の格子定数という大

きな制限要因を超えた材料系を用いた

設計を可能にします．本研究では，

GaAs基板上に格子定数が異なる

InGaAs層を特殊な条件で成膜します．

成膜方法は有機金属気相成長

（ MOVPE: Metal-Organic Vapor

Phase Epitaxy）法＊2で行いました．

通常は，格子定数が異なり大きな歪が

生じるため，上部の層まで貫通転位と

呼ばれる欠陥が生じたり，表面に凹凸

ができるなど半導体結晶としては品質

が低いものになってしまいます．メタモ

ルフィック成長技術では，図３のよう

にバッファ層において，非常に薄い層

に転位を網目状に形成させ，安定した

終端状態をつくることで，上部の層の

結晶品質を良好に保ちつつ，格子定数

を変化させます．図３の写真は透過型

電子顕微鏡（TEM: Transmission

Electron Microscope）で観察した

断面で，転位が界面に集中し，上の

層の転位密度は低いことを確認しま

した．

レーザの構造と発振特性

前述のメタモルフィックバッファ層

上にｎ型にドーピングしたクラッド層＊３，

InGaAs量子井戸活性層，ｐ型にドー

ピングしたクラッド層の順に結晶成長

表　1.3 μm帯レーザの材料系の種類と駆動電流値

基板 活性層材料
高温下（85 ℃）での10 Gbit/s
変調可能な最小駆動電流値
（共振器長200 μm)

特徴・用途

InP

InGaAsP 42 mA
温度特性は良くないが，長期信頼性
があるため，温度調節器（温調）を
使用する素子に使用

InGaAlAs 33 mA
InGaAsPよりも温度特性が良い．近
年の無温調レーザで使用

GaAs
InGaAsメタモ
ルフィック

15 mA
GaAs基板上に作製する．InGaAlAsよ
りも温度特性が良い

＊1 メタモルフィック：「変成した～」という
意味で，ここでは結晶歪が緩和し，異なる
格子定数を持つものに変わった状態を示し
ます．

＊2 有機金属気相成長（MOVPE）法：原料と
して有機金属やガスを用いた結晶成長方
法，およびその装置．

図２　高温下での特性劣化のメカニズム 
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を行いました．光の横方向の閉じ込め

のために，ウェットエッチング＊４によ

りリッジ構造にしたファブリペロー型＊５

のレーザを作製し，評価を行いました．

共振器長200 μmで，片側に高反

射率コーティングを施したレーザの光

出力の温度依存性と発振スペクトル

を図４に示します．まだ縦モード制御

をしていないかたちですが，高い光出

力特性と140 ℃程度までの発振を確認

しています．10 Gbit/s，NRZ（Non

Return to Zero）変調時のアイパター

ンを図５に示します．25 ℃から100 ℃

まで明瞭なアイ開口を確認し，温度調

節器を使わない高速な通信用レーザと

してのポテンシャルを確認しました．

温度特性向上，高温動作

メタモルフィックレーザはGaAsと

InPの間の格子定数を持つ材料系で構

成されているため，設計の自由度が大

きく，これまでにない良好な特性が期

待されます．今後の課題は構造の最適

化です．現在実験とシミュレーション

による最適化設計を進めていますが，

その一例を説明します．

図６はメタモルフィックレーザの改

良前後のバンド構造を示しています．

これまで活性層を上下に挟むクラッド

層の材料には，その結晶性や加工プロ

セスの観点からｐ型にドーピングした

I n G a P とn 型にドーピングした

InGaAlAsを使ってきました．両者の

屈折率と格子定数は同じになるように

組成を選択しています．今回新しく，

p型にドーピングしたInGaAlAs層を一

部使うことで，温度特性を大幅に向上

させることができました．

共振器長1 200 μmの素子での電流

―光出力特性（10 ℃おき）の温度依

存性を図７に示します．135 ℃付近ま

では特性の変化がとても少なく，また

最高発振温度は200 ℃を記録しまし

た．25 ℃から85 ℃の発振しきい値電

流の温度依存性を示す特性温度＊６は

220 Kと非常に高く，温度依存性がと

ても小さいことを確認しました．

通常の通信用レーザでは特性温度は

50から80 K程度です．このような温度

特性の良いレーザは特に高温環境下で

も，しきい値電流の上昇が小さいため，
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図４　光出力特性と発振スペクトル 
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＊3 クラッド層： 光の増幅を行う活性層の上下
を挟む層で，屈折率を活性層より低い材料
を用いることで活性層への光閉じ込めを行
います．

＊4 ウェットエッチング：目的とする金属を腐
食溶解する性質を持つ液体の薬品を使った
エッチング．

＊5 ファブリペロー型：半導体レーザの２つの
光出射面に結晶のへきかい面を利用し，そ
の間での光の反射によりレーザ発振を実現
しています．

＊6 特性温度：レーザのしきい値電流の温度依
存性を表す指標で，この数値が高いほどし
きい値電流の変化が少なくなります．
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駆動電流を下げることができ，低消費

電力動作に有望です．図８は直接変

調用に短共振器にした素子での85 ℃，

10  Gbit/s変調時のアイパターンです．

15 mAの低バイアス電流においても，

明瞭なアイ開口を確認できました．こ

の電流値は現在使われているレーザの

半分以下の値であり，通信用光源の

低消費電力化に有望であることを確認

しました．

さらに，周辺温度が100 ℃以上にな

るような特殊環境でのレーザの需要や，

今後は局所的に高温になる集積回路の

中で安定した動作をする，半導体レー

ザの需要にもこたえられるものと考え

ています．

今後の取り組み

本稿では今後の通信用機器の低消

費電力化やより過酷な高温環境への適

用などが期待されるメタモルフィック

レーザについて紹介しました．今後は

分布帰還型（DFB: Distributed-

FeedBack）レーザへの適用や変調器

との集積，異種基板上への適用などを

目指して研究を進めていきます．

（左から）小林　 亘/ 荒井 昌和/

神徳 正樹

材料の研究から光半導体デバイスのブ
レークスルーにつながることを目指してい
ます．

◆問い合わせ先
NTTフォトニクス研究所
フォトニクスデバイス研究部
光半導体結晶プロセス研究グループ
TEL 046-240-3273
FAX 046-240-4301
E-mail arai.masakazu lab.ntt.co.jp

 
図５　メタモルフィックレーザによる10 Gbit/s動作 
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図６　メタモルフィックレーザの温度特性向上 
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図７　改良した構造での光出力特性 
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