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新しいレーザ

　われわれはレーザを巨視的デバイス
だと思っている。それはレーザ共振器
の長さが数千波長もあり、その発光面
積は薄い回折限界のビームの発生に十
分な大きさをもつからだ。けれども、
半導体レーザは塩粒ほどの大きさで何
十年も身近で動作し、研究室ではさら
に小さいマイクロレーザが実証されて
いる。
　現在の最先端はナノレーザに移行
し、サイズが一波長またはそれ以下に
なっている。この大きさになると、基
本的には新しいレーザ設計が必要にな
るが、その技術は最近の数年間に大き

く進歩した。研究室の実証は極低温で
の光ポンピングから室温での動作に移
っている。これからも課題は多いが、
研究者たちはセンシングやオンチップ
通信を含めて、この分野の応用の可能
性を構想している。

サブ波長レーザの探索
　半導体レーザは小型化への競争をリ
ードしている。半導体レーザの小型化
はささやきの回廊モードリング微小共
振器とフォトニック結晶共振器によっ
て可能になったが、これらの技術には
それぞれに固有の限界がある。ささや

きの回廊共振器は波長よりはるかに大
きい直径が必要になる。フォトニック
結晶共振器はフォトニック結晶材料の
多数の周期を利用して適切な反射と共
振器の品質因子を確保するため、波長
の何倍もの長さが必要になる。
　新世代のナノレーザの多くは半導体
の内部で光エネルギーを発生するが、
その細部には大きな違いがある。最初
に実証された半導体「ナノワイヤ」は
標準的な直径が10から100nm、長さ
が1から100μmであった。最近にな
ると金属クラッド半導体ナノレーザが
開発された。このレーザは金属クラッ
ドが光を波長スケールまたはそれ以下
の半導体構造の内部に閉じ込める。こ
れらの二つのレーザは構造と特性がま
ったく異なっている。
　サブ波長デバイスからのレーザ放出
の実現には金属素子を含めた構造が必
要になる。米イリノイ大学アーバナ‐
シャンペーン校（University of Illinois 
at Urbana-Champaign）のシャン・リー
エン・チュアン氏（Shan Lien Chuang）
によると、純粋な誘電体レーザは共振
器の各側面の長さを半波長以下にはで
きない。より小さい構造からの放出を
実現するには表面プラズモンの生成が
必要になる。表面プラズモンは金属と
半導体または誘電体との境界に電子群
が存在し、光周波数で振動し、その結
果として光が放出される。この場合の
難しさは金属の光（吸収）損失の克服に
ある。これはサブ波長高周波アンテナ
に対応する光周波数デバイスだと考え
られる。

ジェフ・ヘクト

レーザ技術の最先端は小型化を続けている。光ポンプするナノワイヤのプラ
ズモンレーザはサブ波長サイズに到達した。金属クラッド半導体ナノレーザは
わずかに大きいが電気駆動を実現している。

小型化するレーザがもたらす
大きなインパクト
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図1　CdSナノワイヤレーザはサブ波長の細長い領域の表面プラズモンから青緑色光
を放射する。この領域はナノワイヤがフッ化マグネシウムの薄層を被覆した銀の平板上
に置かれている。（資料提供：X・チャン氏）



ナノワイヤ
　ナノワイヤは半導体フィラメントから
構成され、一般には高バンドギャップ
半導体を蒸着して製作する。ナノワイ
ヤは高屈折率の半導体が空気に曝され
るため、従来の半導体導波路に比べる
と、その内部の光の閉じ込めは非常に
強く、魅力的なレーザ候補になる。今ま
でにさまざまな半導体からのレーザ放
出が実証され、その多くは高バンドギ
ャップからの可視または紫外波長が得
られている。実際のところ、すべての
ナノワイヤは光ポンピングされている。
　一見したところ、ナノワイヤレーザ
は両端に反射面があるため、ファブリ‐
ペロー共振器をもつように思われるが、
それほど簡単な構造ではない。ナノワ

イヤの反射面は波長と同等ないしはそ
れ以下であるため、反射面は非常に複
雑な挙動を示す。昨年、米アリゾナ州
立大学（Arizona State University）の
チョン‐チェン・ニング氏（Cun-Zheng 
Ning）が記述したレビュー論文が出版
された（1）。導波路の小さいサイズと強
い閉じ込め効果が遠方場の放射に強い
発散をもたらす。
　金属基板上に半導体ナノワイヤを作
ると、金属‐半導体界面上の表面プラ
ズモンが、ナノワイヤと光周波数領域
で相互作用を起こすことにより、新た
な可能性が生まれる。米カリフォルニ
ア大学バークレー校（University of 
California-Berkeley）のシャン・チャン
氏（Xiang Zhang）のグループは、直径

が50から100nmの硫化カドミウムナ
ノワイヤを405nmの光でポンピングす
るプラズモニックレーザを実証した。
図1に示すように、表面プラズモンは
CdSに生成される光とナノワイヤを載
せている銀との相互作用から発生し、
二つの材料が接触する10nmの細長い
部分から489nmの光が放射された（2）。
表面プラズモンはナノワイヤと平行に
伝搬した。
　これは非常に狭い領域、つまり波長
のわずか1/25の幅しかない細長い領
域から従来の光の限界を超えた光が放
射されることの重要な実証になる。し
かし、ほとんどのナノワイヤと同様に、
この発光も多くの応用には好ましくな
い光ポンピングにもとづいている。例
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えば、チップ上の通信に応用するには
外部のレーザ光源が必要になる。
　異なる表面プラズモン配置を使用し
て、誘導放出による表面プラズモン増
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ミハイル・ノジノフ氏（Mikhail Noginov）
らは、色素分子を埋め込んだ15nm厚
のシリカ層で被覆した金の14nmのナ
ノスフェアを光でポンプした。480nm
光でポンプした表面プラズモンと色素
分子との相互作用からは531nmの誘
導放出が観測された。このspaser光
はナノスフェアのすべての表面から放
射された（3）。

金属クラッド半導体ナノレーザ
　アリゾナ州立大学のニング氏は2011
年5月に開催された国際会議CLEOにお
いて、金属クラッド半導体ナノレーザは
「レーザ設計のパラダイムシフト」にな
ると述べた。このレーザは4年前に、オ
ランダのアイントホーフェン工科大学
（Technical University of Eindhoven）
のマーティン・ヒル氏（Martin Hill）に
よって初めて実証された。それ以来、
彼の設計は支持されている（4）。
　イリノイ大学のチュアン氏はCLEO 
2011において、半導体の光エミッタを
金属で被覆することの重要な利点の1
つは金属共振器が光を強く閉じ込める
ことにあると述べている。電磁場は誘
電体材料の狭い体積から漏れ出るが、
金属を被覆すると、光の閉じ込めが非
常に強くなり、デバイスは近傍から遮
断され、クロストークが防止される。
もう1つの利点は構造自体が電気注入
によるポンピングに役立つことだ。
　チュアン氏のグループは独ベルリン

工科大学（Technical University of Ber-
lin）のディーター・ビンバート氏（Dieter 
Bimbert）のグループと共同で、波長
よりもわずかに大きいナノレーザの研
究に集中している。図2に示すように、
これらの構造は、その円柱状の半導体
コアがヒ化ガリウム基板を取り除いた
垂直共振器形レーザ（VCSEL）と似て
いるが、このコアは銀で被覆され、シ
リコン基板とのフリップチップ接合が
行われる。
　彼らは多重量子井戸の活性層をもつ
デバイスを電気的にポンプして、室温
での連続波動作が得られたと報告し
た。レーザ共振器は分布ブラッグ反射
器の積層構造と金属層を用いて構成さ

れた。この構造はダイオードの端子を
アイソレーションする窒化ケイ素の絶縁
層が含まれている。彼らは波長995nm
のエミッタから8μW以上の出力が約2.6 
mAの閾値電流で得られたと報告した（5）。
彼らは異なる構造も実証している。
　チュアン氏は「われわれのレーザは
VCSELと同様の円形ビーム形状に利点
があり、ファイバや自由空間光学系と
の高効率結合が可能になる。完全な金
属によるカプセル封じ、GaAs基板の
除去およびシリコンへの金属接着を行
うことで、従来の半導体レーザの深刻
な熱累積の問題を緩和している。われ
われの方法と構造がナノレーザの大き
な出力による室温動作を可能にし、そ
の近未来の将来性を確実にした」と語
っている。
　チェン‐ヤーオ・ルー氏（Chien-Yao Lu）
とチュアン氏は図3に示すように、さ
らに小さい「ナノコイン」レーザも提案
している。このレーザは今までのナノ
レーザの性能を制約してきた大きな金
属損失を減らしている（6）。DBR積層構
造を代替する頭部と底部の金属層が反
射器として役立つ。彼らは0.01立方波
長よりも小さいナノレーザから妥当な
利得が得られると語っている。イリノイ
大学の松平明氏はCLEO 2011において、
約2μmの直径と200nmの厚みをもつ
LEDを報告した。カプセル封じした体
積は0.76μm3しかなく、これは真空中の
0.19立方波長に相当する（7）。

サブ波長ハイブリッドレーザ
　アリゾナ大学のニング氏のグループ
はさらに進めて、サブ波長金属被覆半
導体ナノレーザを研究している。ニン
グ氏はCLEO 2011において、0.92およ
び0.4立方波長の体積をもつサブ波長
レーザの初めての連続波室温動作を報
告した。
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図2　イリノイ大学が開発した金属クラッド
半導体ナノレーザの概念図を示している。活
性領域は5層のIn 0.21 Ga 0.79 As量子井戸と
GaAs 0.88 P 0.12 の障壁層が積層されている。
底部の反射鏡は銀を被覆したp型分布ブラッ
グ反射器（DBR）ハイブリッド鏡からなり、
頭部の出力鏡はDBRから構成されている。
このレーザは995nmの波長で発振する。（資
料提供：S・L・チュアン氏（5））



　2009年にヒル氏とニング氏は共同
で、共振器の1つの次元を波長の半分
に減らしたレーザを作製した（8）。彼ら
は長方形ピラーを90nmの厚みにエッ
チングし、数マイクロメートル長の共
振器のレーザ動作を試験した。彼らは
20nmの金属を被覆した90nmピラーの
1500nm波長領域におけるレーザ動作、
つまり最も薄い材料からのレーザ発振
を極低温で記録し、310nm厚のピラ
ーでは室温パルス発振を実証した。
　それ以来、ニング氏のグループはヒ
ル氏と共同して、エッチング設計を採
用し、彼らのレーザを他の2つの次元
でも縮小することを研究している。ニ
ング氏はCLEOにおいて、 図4の設計
のような金属‐半導体ナノレーザの進
歩をレビューした。彼が最初に研究し
た2つのサブ波長レーザはすでに260K
での連続波動作が実証された。その1
つは1.1×2.15×1.55μmと測定され、
その体積は1563nm出力の立方波長の
0.96であった。もう1つのさらに長く
て薄い280nm×6μm×1.53μm（1489nm
出力の波長体積の0.78）の素子は、フ
ァブリ‐ペロー共振器の多モードで発
振した（9）。
　ビーム品質は狭い発光面積の影響を

受けるが、重要な欠点にはならない。
ニング氏は「これらのレーザは半導体
チップ上の非常に接近した応用を目指
している。そこではシリコン導波路上
に直に実装され、光電子素子として集
積されるので、小さいサイズが重要に
なる。このような光部品がトランジス
タより1000倍も大きければ、それは不
釣合いな組み合わせになる。われわれ
の夢は光部品を電子部品のサイズに縮
小することだ」と語っている。

レーザはどこまで小さくできるか？
　レーザはどこまで小さくできるのだ
ろうか？ これは当然の質問だ。ニン

グ氏によると、10nmの半導体コアを
もつ金属クラッド20nm立方体の製作
は可能のようで、それは特徴的なレー
ザ発振閾値を持つ。彼は「唯一の問題
はそれが点光源になることだ。点光源
になると、レーザ光はすべての方向に
放射され、指向性をもつビームが得ら
れない」と語っている。
　このような小さいデバイスは近未来
の高性能チップ間に生じる信号伝送の
難題を解決できるかもしれない。しか
し、レーザとは何か？ という大きな問
題も引き起こす。生体細胞がレーザと
呼ばれる世界になると、このことは非
常に重要な問題になる。
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図3　「ナノコイン」レーザの設計はイリノイ
大学のチュアン氏と彼の学生のチェン‐ヤー
オ・ルー氏から提案された。頭部と底部の金
属層が中間の半導体の周りに共振器を形成す
る。（資料提供：S・L・チュアン氏（6））

図4　アリゾナ大学はサブ波長共振器をもつ金属‐半導体プラズモニックナノレーザ構造からの室
温レーザ発振を実証した。（a）はレーザ構造の概念図、（b）はレーザ放射の概念図、（c）は金属を
被覆する前の半導体コアの走査電子顕微鏡写真を示している。（資料提供：C・Z・ニング氏）


