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異種材料とナノフォトニクスへの
融合

シリコン上に化合物半導体を集積す
ることは，光インターコネクション，
光コンピューティング，オンチップ素
子といった光電融合素子にとって非常
に重要です．一般に異種材料である化
合物半導体とシリコンを接合する場
合，ウエハボンディングという手法が
用いられます．この手法を用いれば，
シリコン上に化合物半導体などの異種
材料の集積を可能にします．しかし，
貼り合わせの難しさや，過熱の影響，

光学素子自体は化合物であり光学機能
の極限化が難しいなど課題もありま
す．他方で，本研究では，光学的に低
損失なシリコンで作製した高性能光素
子を用意し，必要な場所に利得部分に
なる化合物半導体ナノワイヤを配置し
た構成を採用しています．この作製プ
ロセスは，加熱などの過程が入らない
ため素子にダメージが入りません．ま
た，素子はシリコンがベースなので光
学的に低損失です．さらに，化合物半
導体は最小限しか利用していないので
環境負荷が非常に小さいという利点も
あります．したがって，私たちの素子

は，理想的な異種材料ハイブリット光
学素子であるといえます．
本稿で紹介するデバイスは，シリコ
ン･フォトニック結晶と化合物半導体
によるハイブリッド構造の新しいナノ
レーザです．ナノワイヤは 1次元構造
で，一度で大量に基板上に作製するこ
とができます．このナノワイヤは，成
長中に供給するガスを切り替えること
で，さまざまな機能（量子井戸，量子
ドット，pin接合）を付加することが
できます．しかし，ナノワイヤ自体は
小さ過ぎて光を強く閉じ込めることが
苦手です．他方で，シリコン･フォト
ニック結晶は光学的な損失が少なく，
非常に効率的に光を閉じ込められます
が，シリコン自体は間接遷移半導体で
発光することはできません．本研究で
は，通信波長帯で発光するInAsP（イ
ンジウムヒ素リン）/InP（インジウ
ムリン）の量子井戸ナノワイヤをシリ
コン･フォトニック結晶の中に導入す
ることで，微小共振器を構成しナノ
レーザを作製しました（図 1）．この
組合せは，お互いの長所（ナノワイヤ：
光る，フォトニック結晶：強い光閉じ
込め）を利用し，短所（ナノワイヤ：
光閉じ込めが弱い，フォトニック結晶：
光らない）を補っていて，画期的な構
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本成果のハイブリッド構造

図 1 　ハイブリッド構造の概念図

シリコン ･フォトニック結晶に集積した
化合物半導体ナノワイヤレーザ

シリコン・フォトニック結晶に化合物半導体ナノワイヤを集積すること
で，任意の場所に微小共振器を形成させ，世界で初めて通信波長帯で連続
発振するナノワイヤレーザを実現しました．さらに，ナノワイヤレーザで
は初めて10 Gbit/sの高速変調動作を実証しました．このレーザは共振器内
部にだけ利得材料がある究極の異種材料バイブリッドデバイスです．
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成であるといえます．このような構成
を用いて，世界で初めて通信波長帯で
動作する連続動作のナノワイヤレーザ
を実証しました（1）．

ハイブリッドナノワイヤ素子の作製

本デバイスの作製方法は，ナノワイ
ヤをシリコン基板上に転写し，原子間
力顕微鏡（AFM）＊1の針でナノワイ
ヤを突きながら，フォトニック結晶の
上で移動させて作製します（2）．この作
製手法を用いれば，任意のナノ材料を
自由にフォトニック結晶などの光回路
上に配置することができます．今回用
いたナノワイヤは有機金属気相成長炉
を用い，VLS（Vapor‒Liquid‒Solid）
法で作製しました（3）．InP （111）B基板
上に分散した径が40 nmの金微粒子か
らInPナノワイヤを成長させます．ナ
ノワイヤは成長中に短時間Asを供給
することで，内部にInAsP層を100層
形成させます．ナノワイヤ中の量子井
戸の発光特性は1.3 μm帯にスペクト
ルピークを持ち，その発光の偏光方向
はナノワイヤに対して垂直方向になる
ように制御されています．ナノワイヤ
の平均径は114 nm（最小部分82 nm，
最大部分144 nm）で長さは2.4 μmで
す．シリコン･フォトニック結晶は径
が200 nmで格子定数370 nm，トレン
チの幅が150 nmで深さは115 nmに
なっています．ナノワイヤはあらかじ
め作製したフォトニック結晶導波路中
の溝の中に導入します．すると，ナノ
ワイヤを配置した部分のフォトニック
バンドが短波側にシフトし，その部分
だけ光学特性が変化します．特定の波

長の光がその部分に閉じ込められるの
で，共振器が形成されます．このフォ
トニック結晶共振器はモードギャップ
共振器と呼ばれています（図 2（a））．
この共振器モードの偏光はナノワイヤ
自身の偏光方向と一致しており，効率
良く光を取り出すことができます．図
2（b），（c）はフォトニック結晶中にナ
ノワイヤを置いた際の光の強度をシ
ミュレーションしたものです．ナノワ
イヤを置いた部分に共振器が形成さ
れ，光が強く閉じ込められることが良
く分かります．この構造はナノワイヤ
を置くだけで，光導波路に共振器が形
成されるため，非常に使い勝手の良い
構造になっています．

ナノワイヤレーザ

次に，このナノワイヤがレーザ発振
するかを調べました．測定の概念図と，
ナノワイヤをフォトニック結晶に入れ
レーザ発振前後のスペクトルの違いを
図 3（a），（b）に示します．発光は顕微
フォトルミネッセンス法を用いまし

た．ナノワイヤを励起する光を照射し，
ナノワイヤからの発光を検出器で測定
しています．サンプルは4Kまで冷却
しています．図 3（b）からも分かるよ
うに，急峻な発光スペクトルが観測で
きます．これが，ナノワイヤによって
フォトニック結晶中に誘起されたナノ
共振器のスペクトルです．さらに励起
強度が強いときは発光強度が急増し
レーザ発振を起こします．その詳細を
調べるために，励起強度を変えながら
ナノワイヤの発光を測定したものが図
3（c）です〔L-L（Light-in Light-out）
測定〕．図には，発光強度と共振器の
スペクトル線幅の励起強度依存性を表
しています．一般に，レーザ発振が起
こると，発光強度は急激に増加し，共
振器スペクトルの幅が細くなります
が，この結果はその状況を示していま
す．励起強度が1.5 mWから発光強度
が強くなっており（レーザの発振しき
い値），確かにレーザ発振しているこ
とが確認できました．
また，このレーザ発振は光子統計を

＊1 原子間力顕微鏡：カンチレバーの先端に取
り付けた鋭いプローブを用いて，試料表面
を走査し，そのときの試料表面とプローブ
間に働く原子間力を測定し，表面形状を可
視化する装置です．本成果では，微細プロー
ブを走査する機能を用いて，ナノワイヤを
配置しています．

（a）　モード変調共振器の概念図

（b）　配置図 （c）　電場モード
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図 2 　ナノワイヤ誘起フォトニック結晶共振器
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調べることでも確認できます．光子相
関測定という手法を用いると，光子と
次の光子のやってくる時間間隔を調べ
ることができます．レーザ発振する前
の光は，自然放出光と呼ばれ，強度揺

らぎが大きく，光子と光子の時間間隔
は非常に短くなります（光子どうしが
近づいているので，バンチングと呼ば
れています）．他方で，レーザ発振し
た光は，コヒーレント光と呼ばれ強度

が安定していて，光子と光子の間隔は
均一な分布になります．測定には光子
レベルで信号を受光する必要があるの
で，超伝導単一光子検出器＊2と呼ば
れる高感度の検出器を用います．この
装置を使って測定し，相関関数（g2（t））
を調べました．この関数は，レーザ発
振前（近傍）は，t＝ 0で相関があり，
バンチングと呼ばれるふくらみが観測
できます（g2（0）> 1 ）．
さらに，レーザ発振してしまうと，
このバンチングのシグナルが消失しま
す．図 4は励起強度を変えていったと
きのg2（t）の結果で，バンチングのシ
グナルが消失し，レーザへの転移を示
したものになっています．このことか
らもレーザ発振していることを確認す
ることができます．
次に，このレーザを使ってビット信
号の送信実験を行いました．実験の概
念図と入力信号，出力信号，アイダイ
アグラムを図 5に示します．入力信号
はパルスパターンジェネレータを用い
て10 Gbit/sの疑似ランダムパターン
を生成しています．入力光はEO変調
器で変調し，ナノレーザから出てくる
信号を超伝導単一光子検出器で積算し
測りました．通常はサンプリングオシ
ロスコープとフォトディテクタを使っ
て測定するのですが，微弱なナノレー
ザの光を自由空間で測定しているの
で，高感度な検出器を利用しています．
励起に用いる光はレーザ発振するのに
十分なパワーを入力しています．入力
信号に対して同じ波形が得られている
ことが分かります．さらに，この信号

＊2 超伝導単一光子検出器：超伝導体を受光素
子に用いた光子検出器．臨界電流値以下の
バイアス電流をかけ，受光した単一の光子
の熱により超伝導状態を破壊し光子を検出
する装置です．光子により，超伝導から常
伝導状態に変わると，抵抗が大きくなり，
そのとき生じる電圧パルスを測定します．非
常に高感度で高速な光子検出が可能です．

レーザ発振

レーザ発振（コヒーレント光）への明瞭な転移を観測
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図 4 　ナノワイヤレーザの光子相関測定

（a）　実験概念図

（b）　発光スペクトル （c）　光入出力および
　　発光線幅測定
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を解析しアイダイアグラムを取得しま
した．得られたアイダイアグラムは中
央が開いたパターンになっており，
ビット信号が正しく送信できているこ
とが分かります．

今後の展開

本研究では，化合物半導体ナノワイ
ヤをシリコン･フォトニック結晶に導
入し，通信波長帯で動作する連続レー
ザ発振をナノワイヤで達成しました．
レーザ発振はL-L特性を評価するだけ
でなく，光子統計まで調べることで確
認しました．さらに，励起光を疑似ラ
ンダム信号で変調し，10 Gbit/s程度
でレーザの直接変調が可能なことを確
認しました．このような通信波長帯ナ
ノワイヤレーザの実証および，単一ナ
ノワイヤレーザの変調動作の確認は世
界初の成果です．今回は，低温動作の
実証実験でしたが，今後は室温での動
作をめざします．現在のナノワイヤは
光閉じ込めが不十分です．これを改善
するためには，ナノワイヤの太さを大

きくする，ナノワイヤ表面での非発光
再結合を抑制する，フォトニック結晶
の構造を工夫することが考えられま
す．さらに，pin構造を有するナノワ
イヤを用いることで，電流注入構造の
作製なども行う予定です．将来的には，
電流注入ナノワイヤレーザ，ナノワイ
ヤ受光器，変調器などをシリコンチッ
プ内に集積させることで新しいオン
チップのデバイスを開発する予定
です．
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フォトニック結晶は光と物質を相互作用
させるための理想的な系です．フォトニッ
ク結晶とナノワイヤを使った電流注入素子
を作製し，より実用的なデバイスにするこ
とができればと思っています．
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図 5 　ナノワイヤレーザの変調測定


