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世界最高Ｑ値を達成しているヘテロ構造ナノ共振器を用いて、マイクロワッ
ト閾値をもつシリコンラマンレーザーを作製した。レーザー素子は、シリコン
（００１）基板に穴をあけるだけで作製でき、素子サイズは10ミクロン程度で
ある。

従来の結晶方向から45度傾けて
デバイスを作製

Nature 498, 470 (2013).

発明の概要
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海外でも詳しく報道

これらの記事の著作権は朝日新聞、科学新聞、日刊工業新聞、化学工業日報に帰属する。
また、記事の掲載は転載許可を受けたものである



研究の背景

半導体レーザやLEDの利用により暮らしが豊かに

光の利用方法は単純
デバイスサイズが大きい

フォトニック結晶に期待

電子デバイスに比べて

巧みな光制御
小型化

⼈類はまだまだ光を使いこなせていない



フォトニック結晶を簡単に言うと

均一な物質のとき

いろいろな波長の光
が伝搬できる

特定の波長の光が
伝搬できなくなる

周期的な物質のとき（フォトニック結晶）

光の波動性



240 nm

空気孔を周期的に配列

フォトニック結晶導波路と高Ｑ値ナノ共振器

410 nm

低損失導波路
光導波 from 1500 ~ 1600 nm

High‐Q ナノ共振器
光閉じ込め at 1550 nm

巧みな光制御小型

導波路とナノ共振器を組み合わせて光デバイスを構成



Si

SiO2 

Si

レジスト塗布

ICP エッチング

有機物 微粒子

電子線描画

現像 表面洗浄

表面洗浄

基板研磨 アンダーカット

フッ酸

2次元フォトニック結晶の作製方法

測定チップ

光リソグラフィーでも作製可能となってきている



様々な応用を目指して活発に研究

高Ｑ値ナノ共振器の応用

全ての応用において高Ｑ値、微小体積が鍵となる
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g・光チップ、光回路
・ナノレーザー
・単一光子光源

・光メモリ、スローライト
・バイオセンシング
・量子コンピューター

Science 300, 1537 (2003)

Nature 445, 896 (2007)

Nature Physics 6, 279 (2010)

既存の光デバイスを数桁小さくできる

新しい原理に基づく光デバイスを開発可能



共振器アレイ, 波⻑間隔0.8 nm

導波路
導波路端⾯

波⻑1530 〜 1550 nm
Q: 3万

200 m

[110]

[-110] ＷＤＭ
に対応

Optics Express 22, 4692 (2014).

動画は以下のサイトで⾒られます
http://www.opticsinfobase.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-22-4-4692

100 GHz グリッド間隔波長フィルター



2003   シフトL3共振器で4.5万

最高Q値の更新

2005 ヘテロ共振器で60万

2011   マルチヘテロ共振器で390万

Y. Akahane, et. al., Nature 425, 944 (2003).

B. S. Song, et. al., Nature Mater. 4, 207 (2005).

Shift L3 cavity

Hetero nanocavity

Y. Taguchi, et. al., Opt. Express ,  (2011).

2014   表面の水吸収を除去して900万
H. Sekoguchi, et. al., Optics Express 22, 916 (2014).

我々はQ 値９００万のシリコンナノ共振器を開発

世界中でQ 値１万程度のナノ共振器を用いて様々な研究

何かすごいデバイスを作りたい、実用化へ
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半導体レーザーの問題点

3

４族（１４族）の元素は物理的にレーザーが困難

ほぼ全ての半導体レーザーは３-５族（１３-１５族）
の６つの元素から作られている

シリコンは半導体産業の中心、産業のコメ
資源量が豊富、安全な元素、成熟した技術

例）GaAs, AlGaAs, InGaN, GaN, InGaP, InGaAsP

便利な半導体レーザーだがシリコンとの相性が悪いためシリコン
チップに組み込むことが難しい。

4 5

シリコンは光デバイスとしても有用となりつつある。

一家に1枚 周期表より

なぜシリコンレーザーか

シリコンで実用的なレーザーが実現すれば半導体
産業のロードマップが書き換わるかも



なぜシリコンでレーザーが作れないか

シリコンは間接遷移型半導体

伝導バンドに励起された電子は、エネルギーを“光”ではなく“熱”として放出する

“伝導バンドの底”と“価電子バンドの頂上”
の運動量が一致していないため、バンド間遷
移発光は「運動量の保存則」に違反する。

直接遷移型半導体のバンド間遷移
発光では、「運動量の保存則」が初
めから成立しているので良く光る。

シリコンのバンド図 ガリウムヒ素などのバンド図

エネルギー
バンドギャップ

伝導バンドの電子はバン
ドギャップ分のエネル
ギーを放出して安定な価
電子帯に戻りたい

シリコンを光らせようとすることは物理法則への挑戦
シリコンでもレーザー発振が可能となる物理現象が必要不可欠

伝導バンドに電子を励起
する方法は何でも良い。
光励起が最も簡単。

“発光強度に1万倍の差”



ラマン散乱とラマンレーザー

ラマン散乱を用いてシリコンレーザーを作る試みが2002年にアメリカで提案
2005年インテル社が室温連続発振に成功、唯一のシリコンレーザー

1928年 実験中にラマン散乱を発見
1930年 ノーベル物理学賞を受賞（非欧米人で初）

C. V. Raman
（インド）

透明な物質に光を入射すると結晶の熱振動（フォノン）
を介して新たな波長の光が少しだけ生じる

携帯型ラマン分光器
（爆弾、危険物、ガス検査）

リガクHPより



光通信用ファイバーラマン増幅器

住友電工ＨＰより

日本レーザーＨＰより

誘導ラマン散乱は光利得を持つのでレーザー発振が可能

ラマンレーザー

シリコンはラマン係数がとても大きい、光通信波長で透明

光を強く閉じ込めるための微細加工が容易



ナノ共振器ラマンレーザー

励起レーザー

ラマンレーザー5 m

1430 nm

1550 nm

ナノ共振器

閾値1 W で連続発振
(001) SOI 基板を使用

ラマンレーザー

Y. Takahashi, et. al., Nature 498, 470 (2013).
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デバイス原理
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従来技術 本発明

比較項目1 シリコン基板上への３-５族化合物

半導体レーザーの貼り付け。世
界中で盛んに研究されている。

シリコンのみでレーザー発振が可能。

レーザー光の波長が可変。

作製コストが数桁低い。

資源量の不安がない。

比較項目2 インテルによるリング共振器を用
いたシリコンラマンレーザー。サイ
ズが1センチメートル、閾値が20ミ
リワット。P-i-N構造が必要。

サイズが1万分の１。

閾値は2万分の1。

P-i-N構造が不要なため作製コストが
1桁は低い。

比較項目3 歪みゲルマニウムドットや不純物
ドーピングをシリコンに施したシリ
コンレーザー。安定した室温連続
発振に課題。

シリコンのみでレーザー発振が可能
なため作製コストが低く、信頼性が高
い。

安定して室温連続発振。

新技術の特徴・従来技術との比較



インテルのラマンレーザーチップ
8個のっている

我々のラマンレーザチップ
ここに数百個載せられる

1/10,000 以下のサイズ
1/20,000 以下の閾値

電流注入レーザーも期待

ラマンレーザーは光励起型

今後、電流注入レーザーの開発に挑戦したい。

インテルＨＰより
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閾値 : 1 W
最大エネルギー効率： 4 %
最大出力: 120 nW

閾値 : 0.52 W
最⼤エネルギー効率 :19 %

最⼤出⼒ : 365 nW

現状の発振性能



今後の方向性

• ＣＷＤＭ通信に向けた3波長レーザ
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実用化に向けた課題

現状のシリコンラマンレーザは光励起型

電流励起型でなければ応用が極端に狭まる

電流注入レーザーの開発が最大の課題

出力１０マイクロワットはないとセンサー応用も厳しい

高出力化が課題
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企業への期待

• 本発明を用いたシリコンレーザ開発と光配
線の推進。

• 高Ｑ値ナノ共振器を用いた新たな応用に
関する共同研究。

• 中赤外シリコンフォトニクス研究に関する
共同研究
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発明の名称
ラマン散乱光増強デバイス、ラマン散乱光増強デバイスの製造
方法ならびに、ラマン散乱光増強デバイスを用いたラマンレー
ザー光源

日本特許 第5401635号

国際出願 PCT/JP２０１３/０５６５２３（平成２５年３月８日）

米国登録番号 9097847

発明者： 高橋和、乾善貴、野田進、浅野卓、千原賢大

出願人： ＪＳＴ（１００％）

本技術に関する知的財産権

技術の詳細は、応用物理２０１４年６月号、固体物理２０１４年８月号を参照
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お問い合わせ先

大阪府立大学

コーディネーター 赤木 与志郎

ＴＥＬ 072-254-9128

e-mail akagi@iao.osakafu-u.ac.jp


