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積年のチャレンジングな課題 
「レーザ on Si」

●�まずは現在手掛けていらっしゃる研究についてお聞かせ
ください．
日本では，モバイルデータトラフィックは，2025年に

は2010年比で約1000倍にもなると予想されています．
また，データセンタでもトラフィック量の伸びが顕著で
す．トラフィックの増加に対応するためには設備投資が必
要ですが，そのコストを，お客さまの使用料金にフィード
バックすることは避けなければなりません．さらに，デー
タセンタで使用する電力の問題も重要で，例えば米国では
国全体の電力消費量の数％を占めるといわれています．
データセンタのトラフィックの７割程度はデータセンタ内
の通信で占められているため，データセンタ内のような短
距離光通信での「経済性」と「低消費電力化」が今後の重
要なキーワードとなっています．

私の専門の光デバイスの研究でも，こうした状況に対し
て上記の課題を解決するための取り組みが活発化している
のです．

シリコンCMOS（Complementary Metal Oxide Semi
conductor）のような電子デバイスの分野では，集積技
術の革新が進み，ムーアの法則と呼ばれるように，40年
間で100万倍もの集積数の増加を達成しつつコストの上
昇は抑えられています．

一方，光デバイスでは，レーザ，受光素子，アイソレー
タなどの個別の部品をモジュール化するという概念しかあ

りませんでした．これからの光デバイスを電子デバイスの
分野と同様の大規模化 ・ 低価格化を実現するためには，シ
リコンをプラットフォームとした光電子集積回路を開発
し，集積密度を今までより100〜1000倍に上げるシリ
コンフォトニクス技術を確立することが求められます．具
体的にはシリコンと同じスキームを光電子集積の分野で，
化合物半導体であるInP（インジウムリン）やGaAs（ガ
リウム砒素）を使ってできないかということに取り組んで
います．もしこれが実現し，半導体レーザをシリコンファ
ブ＊と同様の仕組みで製造できれば，光版ムーアの法則と
もいうべく20年で１ビット当りのコストを1000分の1
に低減できます（図 1 〜 3 ）．
●研究は順調に進みましたか．

この「レーザ on Si」を実現する技術的課題は２つあり
ます．これらは，約30年前に私が研究所に入ったときか
らのチャレンジングな課題でした．

１つは格子不整合です．シリコン（Ⅳ族）と化合物半導
体InPやGaAs（IIIⅤ族）の原子サイズが違うため，シリ
コンの上に化合物半導体を直接成長することは非常に困難
な課題です．これに対しては，シリコンと化合物半導体を
それぞれ別につくっておいて原子レベルで直接接合すると
いう技術が開発されました．もう１つは，熱膨張係数の違
いです．レーザ作製の過程では，温度が室温から600 ℃
まで変化します．その一方で，シリコンとInPの熱膨張係

＊	シリコンファブ：シリコンCMOS回路を作製する工場のこと．極微細化され
たCMOSを作製するためには非常に高価な製造装置が多数必要となってくる
ため，個別の会社で工場を持つよりも複数の会社が同じ工場を利用すること
により製造コストを大幅に下げることができます．
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光デバイスの圧倒的な大規模化 ・
低価格化のために

シリコン基板上に光電子集積回路を実現して，経済性と低消費電力化と

いう世界のIT業界にとって将来不可欠でチャレンジングな課題に挑戦を続

けているNTT先端集積デバイス研究所の松尾慎治上席特別研究員．唯一

無二の研究を手掛けるグループのリーダとして，これらの画期的な技術を

生み出した背景とともに，これからの課題と研究者としての姿勢を伺いま

した．



NTT技術ジャーナル　2015.11 53

数は大きく異なります．このため，プロセス時の温度変化
に伴う材料間の熱膨張量の差によって歪応力が発生し，結
晶に欠陥が生じて素子特性が大きく低下する可能性があり
ました．これに対しては，従来の半導体レーザが数ミクロ
ンという厚さでつくられているのに対して2013年に開発
に 成 功 し たLEAP（λscale Embedded Activeregion 
Phc）レーザで培った薄膜横注入デバイス作製技術を使用
し，レーザの膜厚を従来の10分の１程度に薄膜化するこ
とでブレークスルーできました．

本成果は，世界有数のエピタキシャル成長技術と光半導
体プロセス技術を有するNTT研究所だからこそ挙げられ
たものと思っています（図 ４ ）．

図 1 　光通信技術適用領域の拡大
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図 3 　LEAPレーザの断面構造
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図 2 　「レーザ on Si」技術を用いた大規模光電子集積回路
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●今後の課題は何ですか．
実際にシリコンファブを使ってレーザを含む大規模光集

積回路を作製してみたいですね．シリコンファブを利用す
るとなるとNTTだけで実現できるものではありませんか
ら多くの方と一緒に取り組んでいくことが必要になりま
す．そのためにもこれまでレーザとは直接関係のなかった
ような国際会議などで話をしたり，外部との共同研究にも
積極的に取り組んでいき，産業界や大学の先生方にも
我々のやりたい方向の賛同者になっていただくことも必
要です． 
●本研究は各国で注目を集めているそうですね．反応はい
かがですか．
欧米や中国等で，同じ研究を手掛けている人たち向けに

招待講演というかたちで発表の機会を数多くいただいてい
ることから，私たちの技術に関心が集まっていると実感し
ます．

また他の分野からも，シリコンの上にレーザを作製する
という技術に関して興味を持ち始めていただけているよう
に思います．質問の内容も，これまでの「特性がユニーク
だ」という感想から，「本当に使えるのか」「シリコンファ
ブの仕組みに入れられるのか」と，具体的になりました．
これは実用化の期待が高いからこそだと思います．

技術的な成果としてはかなり高いところまで来ていると
思っていますが，実用化までには信頼性や経済性などまだ
クリアすべき課題があります．研究の道程は順調ですが，
到達目標とする所から見ればまだまだ２合目あたりです．

「自分の評価は自分で下す」豊富な人材
に囲まれて，気付いた自らの長所

●この画期的な研究成果はどのような環境や考え方から生
まれたのでしょうか．
NTTの研究所は人材が豊富で，さまざまな分野の専門家

がいます．彼らと機会をとらえてお酒を飲みながら話をす
ることもあります．こういった席で話が盛り上がり，「それ
なら一緒にやってみようではないか！」と，新しいプロジェ
クトが立ち上がることがあり，フォトニック結晶を手掛け
ている納富雅也上席特別研究員もそんな仲間の１人なの
です．

彼らは実際の研究過程で，さまざまなかたちでアイデア
を出してくれます．せっかく，こうした優秀な人材がそろっ
ているのですから，彼らの力をどう自分の研究の中に活か
すかも成果を出すために必要不可欠なことだと思います．

あるとき，人に言われました．「君は，誰が必要な技術を
持っているかを良く知っている」と．これが自分の長所な
のだと気付いた瞬間でした．そして，自分の評価は自分で
下すことを心掛け，他者の評価に振り回されないように注
意しています．

実は，初めてシリコン基板上のレーザの発振に成功した
ときのことです．私は早速にOFC（Optical Fiber Com
mu nication Conference）のポストデッドラインペーパー
でこの技術を発表しようとしましたが，あえなく落選しま
した．しかし，その後の論文等でこの成果について粘り強
く発表していくと，だんだんと理解が得られました．つまり，
評価する人の立場，バックグラウンド，視点等によって物

図 4 　「レーザ on Si」を実現するコア技術
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事の価値は左右されるということです．
社内の評価も同様で，専門家ばかりがそろっているわけ

ではありませんから，いつも正しく評価されるとは限りま
せん．私にとっては，正直なところ，他人の視線よりもデ
バイスの出来 ・ 不出来のほうに一喜一憂します．単純に研
究していることが楽しいのです．ちなみに，プライベート
な話ですが，私は自宅の庭の手入れに精を出しています．
研究と同様，思ったように花が咲かず，日々生えてくる雑
草とも戦っています．しかし，研究と違って，比較的早く
結果を得られることや，手間をかけて世話をすればほとん
どの人が美しいと分かってくれる，だから庭いじりを息抜
きをかねて楽しんでいます．研究の場合は，賞賛だけとい
うことはありませんし，ほとんどは否定的な意見ですから． 
●現役の研究者として成果を出すために大切なのはどんな
ことだとお考えですか．
視点の切替えと刺激，そして融合だと私は思います．
ちょうど入社して10年ほど経った1997年，私は横須賀

の研究所に配属され，約3年間光通信システムの仕事に従
事する機会を与えられました．今まで部品 ・ デバイス方面
のみの研究をしている私にとって，システム関係の技術開
発は初めてでした．しかし，そこで学んだ考え方や視点が
今の研究にも活きていると思っています．また，私が今取
り組んでいる光半導体デバイスの消費電力化の問題は，米
国では国が支援するプロジェクトとして行われていると
いった海外の事情を耳にするだけでも，この研究がいかに
重要であるか，またやり甲斐があることなどが見えてきて
大いに刺激を受けます．

また，最近ではさまざまな国際会議に招待されることが
多く，ここでたまたま耳にした話から，研究のアイデアが
浮かんでくる場合があります．そのときは直ちに，日本で
研究に携わっている仲間や若手の研究者にメールで伝える
ようにしています．刺激は専門家の話のみならず，社会現
象に至るまで，さまざまなものから受けます．これらのア
イデアを私の知り得る技術と組み合わせて，新しいものを
創造していきたいと常に心掛けています．

一方で，それなりの立場になるといろいろなマネジメン
ト業務が増えてきて，本来の研究に割ける時間が限られて
きますから，自分の責任としてどこまでその研究に関与す
べきか，また部下の研究員に正しい方向性を示してあげら
れるかを考えなければなりません．

それでも，現役の研究者として最先端にいることはとて
も重要だと思っています．自ら研究をせずに他者の話を聞
いていても何が重要なのかの判断がつきません．この勘所
を鈍らせると結局のところ，時間の短縮にはつながりませ
んし，インプットされた情報をどう融合させていくかは見
えてきません．だからといって，自分１人で研究に没頭し
ていると周囲からの情報が入らないし時間も足りません．

自分が何を手掛け，何を人に任せるべきかというバランス
も大切です．

研究者としてのコアの確立は不可欠

●�ところでなぜ現役として走り続けるのですか．
若いころに研究にとことん没頭した経験です．徹底的に

やってみないと分からないことがあります．それは決して
難問に取り組むといった格調高いものだけでなく，卑近な
失敗経験も含みます．今では笑い話ですが，ウエハを顕微
鏡で見ようと思って，高さの調節をしていたときに割って
しまったことがあります．顕微鏡の扱い方は小学校の理科
の教科書にも載っています．こんな基本的な事柄は知って
いるはずなのにできないことがあるのです．単純なことも
積み重ねていくことで判断力を養えますし，物事の因果関
係なども経験的に理解できるようになるのです．「ここだ
け押さえておけば大丈夫」という感覚は経験に裏打ちされ
て，初めて身につくものと私は思います．

昨今では，研究者も視野を広げるために営業等の他分野
を経験しておくことの必要性も言われていますが，私はま
ず本分の研究に10年くらいは徹底的に没頭して，研究者
としてのコアをつくり上げてほしいと思います．これを
持っていない人が近ごろ増えているように思います．いろ
いろな経験を積んでも，それを持ち帰って活かすフィール
ドがないのでは経験は何の意味も持ちません．
●若い研究者の皆さんにも一言お願いします．

若いとき，初めてのときは失敗するのは当たり前です．
その中で，無意識のうちに経験を積んでいくことによっ
て，手を抜いて良いところ，注力すべきところが見えてき
ます．

研究は先の読めない仕事ですから，結果は誰にも分かり
ません．どうぞ思う存分チャレンジしてください．研究者
として，また会社員として，組織に属している以上，責任
を果たさなければならない業務もありますが，良い意味
でクールに割り切って自分の時間をつくるようにしてくだ
さい．

私の趣味の料理はレシピに従ってつくればたいてい失敗
はしませんが，研究は違います．決まったレシピがありま
せんから自分なりに創意工夫を加えていかないといけませ
ん．しっかり，目指す方向性を見失わずに，たとえ失敗を
繰り返しても，その中に日々の成果を見出し，研究を楽し
むようにしてください．


