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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

フォトニックネットワークの展開

フォトニックネットワークは，従来，

光ファイバを用いた長距離間の光通信

（テレコム）として発展してきました．

しかし近年では，図１に示すように，

長距離間のみならず，ルータやデータ

センタに加えて，データセンタ内の

ラック間やボード間などの短距離の情

報伝送（データコム）においても，光

インターコネクトとして光技術の導入

が検討されています．さらに，MPU

（Micro  Processor  Uni t）などの

チップ間・チップ内の情報伝送（コン

ピュータコム）に向けたフォトニック

ネットワークの研究も進められてい

ます．

この背景には，FTTH（Fiber To

The Home）の普及に伴い，インター

ネットなどのネットワーク上で取り扱

われる情報量が爆発的に増大している

ことがあります．これに伴い，データ

センタなどにおいても膨大な情報を高

速に取り扱う必要性が増しています．

このため， ICT機器の大容量化・高

機能化・高速化が進められています．

これまで，これら機器の内部では，電

気信号による情報伝送が用いられてき

ました．しかし，機器の高速・大容量

化を進めると，ボード内より短い距離

でもMPUのピン数およびチャネル当り

の伝送容量，さらに消費電力のために

電気によるデータ伝送が機器全体のボ

トルネックとなりつつあります．そこ

で，電気に比べて，高速伝送において

もエネルギーコスト（１ビットを伝送

するために必要なエネルギー）が小さ

くなると期待される光インターコネク

ト技術，さらに波長多重を用いたフォ

トニックネットワーク技術の適用が注

目され，短距離伝送への光通信技術

の導入が検討され始めています．

フォトニックネットワーク用光源

フォトニックネットワークを構成す

るためにはさまざまな光デバイスが必要

となりますが，もっとも重要なデバイ

スは，発光素子である半導体レーザで

す．図２には，それぞれの用途で用い

られる半導体レーザにおける活性領域

と，エネルギーコストの関係を示して

います．一般的に半導体レーザは，活

性領域が大きいほど，光強度の大きな

レーザ光を出射することができます．

一方で，活性領域が大きくなると，

レーザを高速変調するために必要とな

る電流量も大きくなります．そのため，

エネルギーコストが大きくなります．テ

レコムでは長距離伝送のために大きな

光強度が求められ，大きな活性領域を

持つ半導体レーザが必要になります．

伝送距離が短くなるにつれて，エネ

ルギーコストを低減する必要性が増し，
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図１　フォトニックネットワークの短距離化 
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活性領域のより小さな半導体レーザが

必要となります．現在では，活性領域

を決定する共振器長を比較的短くする

ことができる面発光レーザがデータコ

ム用途に用いられ始めています．しか

しながら，面発光レーザにおいても活

性領域の微小化には限界があります．

コンピュータコムに用いるためには，

10 fJ（フェムトジュール．フェムトは

10－15）/bit以下のエネルギーコストを

満たす必要があるといわれており，図

２より，１μm２以下の微小な活性領

域からなる半導体レーザが求められま

す．これまで，このような半導体レー

ザは実現されていませんでした．NTT

では，この微小な活性領域からなる半

導体レーザを実現するために，微小共

振器を構成することができるフォトニッ

ク結晶に着目しました．

フォトニック結晶

フォトニック結晶とは，屈折率がサ

ブミクロンの周期性を持つ人工的な周

期構造です（1）．その一例として，半導

体スラブ構造に周期的に穴を配置した

２次元フォトニック結晶構造の電子顕

微鏡像を図３に示します．半導体と空

気という屈折率が大きく異なる材料を

周期的に配置することによって，ある

波長の光が半導体中に存在することが

できなくなります．この光の絶縁体と

もいえる性質を持つのがフォトニック

結晶です．さらに，スラブ構造の２次

元フォトニック結晶構造の場合，図３

に示すような，直線状に穴のない領域

（線欠陥と呼ばれる）を設けると，そ

の領域のみ光が存在できるようになり

ます．つまり，線欠陥が光の導波路と

して機能することになります．このよ

うに，穴の配置やサイズにより，光を

制御できることがフォトニック結晶の

大きな特長です．

波長サイズ埋込活性層フォトニッ

ク結晶（LEAP）レーザ

フォトニック結晶を用いたレーザの

研究はいくつかの機関から報告されて

いますが，その多くが，比較的熱抵抗

の高いInGaAsP（インジウムガリウム

ヒ素リン）などの単一材料からなるス

ラブ構造を用いています．半導体レー

ザの発振には，活性領域に光とキャリ

アを同時に閉じ込める必要があります．

しかしながら，単一材料からなるフォ

トニック結晶では，光を閉じ込めるこ
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図３　フォトニック結晶の電子顕微鏡像 
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とはできるものの，キャリアを閉じ込

めることができません．一般的な半導

体レーザで用いられている，活性領域

をバンドギャップの大きい材料で挟む

ダブルヘテロ構造を基板に水平方向に

作製することができないためです．そ

のため，発熱とキャリアの漏洩によっ

て性能が制限され，室温で動作する

フォトニック結晶レーザは非常に特性

が制限されていました．

この課題を克服するために，これま

でにNTTフォトニクス研究所で培われ

た半導体レーザ作製技術，特に半導体

結晶の埋込再成長技術を駆使するこ

とで，フォトニック結晶の線欠陥の中

央部のみに活性領域を配置する構造

（埋込ヘテロ構造）の実現に成功しま

した（2）．作製工程を図４に示します．

具体的には，InP（リン化インジウム）

スラブ型フォトニック結晶の線欠陥中

に，InGaAsP系もしくはInGaAlAs

（インジウムガリウムアルミニウムヒ素）

系量子井戸構造からなる活性領域を

配置しています．この活性領域は，

５×0.3×0.15μm３と非常に微小で

す．この構造では，InPよりも屈折率

の大きい活性領域がInP中に埋め込ま

れているため，光は活性領域に強く閉

じ込められます．

さらに，活性領域のバンドギャップ

はInPよりも小さく設定してあるため，

光と同時にキャリアも活性領域に閉じ

込めることが可能になります．これに

加え，熱伝導率の大きいInPで埋め込

まれていることによる放熱性の向上，

フォトニック結晶の線欠陥を用いて入

出力導波路を容易に作製できる，など

の特長もあります．この埋込ヘテロ構

造を光励起によってレーザ発振させる

ことにより，世界で初めて10 fJ/bit以

下のエネルギーコストで室温動作する

フォトニック結晶レーザの実現に成功

しました（3）．このフォトニック結晶

レーザを，その特徴的な構造から，波

長サイズ埋込活性層フォトニック結晶

（LEAP: Lambda-scale Embedded

Active-region Photonic-crystal）レー

ザと命名しました．

電流注入型LEAPレーザ

埋込ヘテロ構造により光励起駆動す

るLEAPレーザの実現には成功しまし

たが，フォトニックネットワーク用光

源として用いるためには，電流駆動が

必須です．半導体レーザの電流駆動に

は，pn接合を用います．一般的には，

基板垂直方向にpn接合が形成されま

すが，LEAPレーザはスラブ構造が必

須なため，基板垂直方向にpn接合を

形成することは困難です．

そこで，面内にpn接合を形成する

ことを検討しました．pn領域は，ノン

ドープInP埋込層へのZn（亜鉛）の拡

散やSi（シリコン）イオン注入により

形成しました．作製した電流注入型

LEAPレーザの構造を図５に示します．

この構造により，世界で初めて，室温

で電流駆動するフォトニック結晶レー

ザを実現しました（4）．さらに，10
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図４　埋込ヘテロ構造の作製手順 
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Gbit/sでの高速変調動作も達成しま

した．しかしながら，当初の素子は，

リーク電流が大きいために，微小な活

性領域にもかかわらず，しきい値電流

は0.39 mAと大きく，エネルギーコス

トも170 fJ/bitと大きいものでした．

リーク電流の要因はエアブリッジを支

えるエッチング層にバンドギャップの小

さなInGaAs（インジウムガリウムヒ

素）を用いていたことにありました．

そこで，エッチング層にInPよりも

バンドギャップの大きなInAlAs（イン

ジウムアルミニウムヒ素）を適用する

ことで，このリーク電流の低減に成功

しました．リーク電流を低減した

LEAPレーザの光出力─注入電流特性

を図６に示します．動作温度25 ℃に

おいて，14μAという極低しきい値電

流でのレーザ発振が得られました．ま

た，活性領域に高温動作に優れた

InGaAlAs系量子井戸構造を採用し

たことで，95 ℃までのレーザ発振が確

認できました．この極低しきい値電流

駆動と高温動作は，フォトニック結晶

レーザとしては，世界で初めて実現さ

れた成果です．

今後の展開

本稿で紹介したLEAPレーザは，将

来の大容量かつ低消費エネルギーな

フォトニックネットワークを支えるキー

デバイスであると考えています．近い

将来，10 fJ/bit以下のエネルギーコス

トで電流駆動可能なLEAPレーザも実

現できると確信しています．今後，シ

リコンフォトニクスやCMOS（Com-

plementary Metal Oxide Semi-

conductor）との融合を見据え，究

極的には，MPUとフォトニックネット

ワークが融合した素子の実現を目指し

て研究開発を行っていきます．
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超低消費エネルギーなLEAPレーザが，超
大容量ネットワークや，低炭素化社会の実
現に貢献できることを信じ，研究開発を進
めていきます．
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図５　電流注入型 LEAP レーザの構造 
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図６　LEAPレーザの光出力ー注入電流特性 


