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招待論文

通信用半導体レーザ研究の変遷と将来展望
吉國 裕三† a)

Evolution of the Semiconductor Lasers for the Optical Communications; History
and Prospects
Yuzo YOSHIKUNI†a)

あらまし 光通信システムはこの 40 年ほどの期間に急速な進歩を遂げた分野であり，通信用半導体レーザは
その中核部品としてシステムの進化を支えてきた．本論文では，この期間の半導体レーザ開発の歴史を振り返り，
今後の技術開発の方向を展望する．
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通信システムの性能は，全体として見れば直線的な進

1. ま え が き

歩を示しているが，進歩を支える技術はほぼ 5 年ご

光通信技術は，実用化されてから 40 年足らずであ

とに世代交代している．当初，0.8 µm マルチモード

るが，この期間に最も進歩が著しい技術分野の一つで

ファイバ（MMF）で実現した光通信は，1980 年代に

ある．光通信技術とコンピュータを中心とした情報処

は 1.3 µm（SMF）に伝送媒体を変える．更に動的単

理技術が車の両輪となり，情報技術の革新を通じて社

一モードレーザを用いた 1.5 µm 帯の長距離大容量伝

会の急変をもたらした．光通信技術は伝送容量と伝送

送の開発に進む．その後，実験室レベルでのコヒーレ

距離の双方で飛躍的な性能向上を遂げた．光通信シ

1 単位時間当りの伝送容量 [bit/s]，
ステムの性能は，

ント伝送検討を挟み，1990 年代の光ファイバ増幅器
（EDFA）を用いた超長距離システム，更に高密度波


2 3R 中継間隔 [km] の二つのパラメータで表され，二

長多重（DWDM）を用いた超容量化へと進化してい

つのパラメータの積，伝送容量 × 中継間隔 [bit/s·km]

る．各々の世代の伝送性能は，初期の急速な発展の後

が総合的な性能指標として用いられている．

に頭打ちとなるが，急速な進歩は次世代の技術に引き

図 1 に，この性能指標の年代による進歩を示した．
図中，○は実験室レベルでのレコード，●が実用シス

継がれ，長期にわたって急激な進歩が持続してきた．
図中に，各時代に対応して開発された半導体レーザ

テムで実現された性能を表す．実験システムの性能は，

を示した．これらのレーザは，各々の時代のシステム

当初の〜1 Mbit/s·km から，10 年ごとにほぼ 3 けた

の要請に応じて開発されたものであるが，大部分の

増の急速な進歩を示し，現在では 10 Pbit/s·km を超

レーザはその後も複数の世代にわたり通信の高度化に

えるまでに成長している．実用システムの性能は，実

寄与し現在でも通信分野で活躍している．以下では，

験システムから約 1 けた落ちで，同様な向上を示して

これらのレーザの開発について時代を追って解説する．

いる．この性能向上（10 年で 3 けた増）は，集積回路

2. 1970 年代の通信用半導体レーザ研究

の急速な進歩を象徴するムーアの法則（10 年で 2 け
た増）をも凌ぐものであり，この期間の光通信の進歩

1970 年代は，半導体レーザ，光ファイバの双方に

がいかに急速であったかを表している．このように光

とって進歩の著しい時期であった．半導体レーザはヘ
テロ接合の導入によって大幅な発振しきい値低減が
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可能となり，GaAs 系レーザで 1970 年に室温連続動
作 [1], [2] を実現した．
初期のレーザは寿命が短く実用に耐えられるもので

c （社）電子情報通信学会 2009
C Vol. J92–C No. 8 pp. 371–381 

371

電子情報通信学会論文誌 2009/8 Vol. J92–C No. 8

Fig. 1

図 1 光通信システムの進歩と半導体レーザ
Evolution of optical communications systems and semiconductor lasers.

はなかったが，結晶成長条件の最適化，応力ひずみの
除去，パッシべーション技術の開発など，様々な技術
開発によって急速に実用レベルの寿命が達成された．
一方，光ファイバは開発当初は 0.8 µm が最低損失
波長であり，GaAs レーザの発振波長とほぼ一致して
いた．この幸運な偶然が早期の光通信立上げに大きく
貢献したが，その後，最低損失波長は長波長へと急速
にシフトしていった．ファイバの損失は短波長側では
レイリー散乱，長波長側では水素を含んだ不純物の吸
収で決まっている．初期のファイバは，多量の不純物
を含んでいたため長波長側の損失が大きく最低損失波
長は短波にあったが，製造技術向上により不純物濃度
の大幅な低下によって 1.3 µm 更には 1.5 µm へとシフ
トした．このため，1970 年代後半の半導体レーザ開
発の課題は長波長にシフトする最低損失波長を追いか
けることであった．

図 2 III-V 族半導体の格子定数とバンドギャップ
Fig. 2 Bandgap energy v.s. lattice constant in III-V
semiconductors.

図 2 は III-V 族半導体のバンドギャップ波長を格子
定数に対してプロットしたものである．GaAs 系レー

低損失となる近赤外で発振する可能性がある材料とし

ザは，GaAs 結晶上に AlAs との混晶 GaAlAs を成長

ては，図中に示したように InP [3] 及び GaSb [4] を

しヘテロ接合を構成したものである．図に示すように

ベースにした材料が考えられた．米国ではベル研究所

AlAs は GaAs に比べバンドギャップは大幅に大きい

を中心に従来と同じ GaAs 基板を用いて，In や Sb な

が，格子定数はほぼ一致しており任意組成の GaAlAs

どの元素を加えることによって長波長レーザの開発が

を GaAs との格子整合をほぼ保ったまま，成長するこ

進められたが顕著な進展は得られなかった．一方，日

とができ，大きなエネルギー差をもったヘテロ接合を

本では新しい基板材料 InP が注目され，この材料系を

構成できる．このため，GaAs 系レーザは 3 元混晶だ

用いた長波長レーザの開発が NTT，KDD，東工大で

けで構成可能であり，これが初期に GaAs 系レーザが

進められた．InP 系では GaAs 系とは異なり，4 元混

開発された要因の一つとなったが，長波長側の限界は

晶を用い III 族，V 族の比率を精密に制御して目的波

GaAs で決められ 0.8 µm 付近であった．ファイバが

長での発光と格子整合とを同時に満足させる必要があ
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る．このため InP 系でのレーザ開発は成長条件を微妙

失波長は開発レベルでは 1.55 µm 付近に移っており，

に変えて結晶を作製し，発光波長の測定と X 線によ

1.55 µm 帯への対応が強く求められていた．しかし，

る格子定数の測定を繰り返す地道な努力が必要であっ

1.55 µm 帯への移行では，再度ファイバ分散が大きい

た．このような努力によって，InP 系を中心に 4 元系

波長での伝送に戻るため，零分散波長である 1.3 µm

結晶の育成技術が確立され，完全な格子整合がとれた

帯への移行で大幅な高速化が進んだ通信系では，分散

ヘテロ構造を成長できるようになり高性能なレーザが

への対応が不可欠であった．当時用いられていたファ

作製可能となった．

ブリペロー型レーザは，静的動作では比較的単一の

GaAs 系のレーザは開発当初は横多モード型であっ

縦モードで発振をするが，高速な変調を掛けた場合

たが，キンクの除去やしきい値の低減のため，その後

にはキャリヤ密度変調に伴い多数の縦モードで発振す

の開発では大部分が狭ストライプの単一横モード型に

る傾向があった．特に 1980 年代はじめに開発された

移行した．InP 系レーザでは，発振しきい値が高めだっ

1 Gbit/s を超える高速伝送では，多モード発振によっ

たこともあり，当初から狭ストライプの単一横モード

て 10 nm に達するスペクトル幅を示していた．

型レーザで開発が進められた．当時は，素子作成に液

高速通信でのファイバ分散の影響は早くから指摘さ

相成長法が用いられていたため，液相成長の性質を生

れてきた [10]．零分散波長である 1.3 µm 帯への移行

かして PCW [5]，VSB [6]，DC-PBH [7] 等の新しい

によって通信速度は急激に上昇し，国内では 1980 年

構造が提案・作製された．これらの技術開発によって，

代初頭に 400 Mbit/s 光伝送システムが研究段階から

1980 年代はじめには安定な単一横モード発振が得ら

実用化へ移行していた．そして，研究段階では，ビッ

れるようになり，電流のブロッキングを強化すること

トレート向上，中継間隔拡大の両面から次世代シス

によって高出力化が可能となった．なお，これらの横

テムの検討が進められた．高速化に関しては，次世代

モード制御は液相成長の特質を巧妙に利用したもので

システムとして 4 倍の容量を実現する 1.6 Gbit/s 光

あり，その後の気相成長への転換，及び MQW 活性

伝送システムが検討された．このシステムは，当初は

層への転換によって再び BH 構造 [8] が主流になって

零分散波長の 1.3 µm 帯を前提としたものであったが，

いった．

Gbit/s 超の伝送では許容される分散は極めて小さく

このようにして開発された長波長レーザであるが通

なる．このため，敷設されたファイバの零分散波長の

信用として用いられるためには信頼性の確認が不可欠

ばらつきと光源の半導体レーザの波長のばらつき及び

であった．InP 系材料の信頼性は 1970 年代末から検

劣化による波長変化を考慮すると 1.3 µm 帯であって

討が進み GaAs 系と比較して，転位が活性層内に侵入

も単一縦モードが要求されることが明らかとなってき

することによる突然死が少なく，また端面劣化も起こ

た．一方，中継距離に関しては，当初の陸上システム

りにくいなど信頼性に関しては InP 系材料が優れて

を想定した 25 km 程度のスパンから，海底システム

いることが明らかになった．残る劣化要因としては導

を想定した 50 km 超のロングスパンの要求が強まり，

波路の埋込界面の劣化が主なものであり，各種の劣化

これに対応するため最低損失波長 1.55 µm 帯への移行

モードについて検討が進められ，ハードスクリーニン

が不可避となっていた．1.3 µm 帯で既に実用化され

グ法の確立により埋込型長波長レーザの信頼性確保の

ていた 400 Mbit/s 伝送であっても 1.55 µm 帯での伝

手法が達成された [9]．

送を前提とすると，単一縦モードへの転換が不可避で

3. 動的単一モードレーザの開発

あった．

InP 系半導体レーザ開発により 1.3 µm 帯伝送の実

変調時にも単一縦モード発振を維持する動的単一モー

用化は急速に進み，1980 年代初頭に光通信の性能に多

ドレーザの開発が活発になり，図 3 にまとめたように

大な進歩をもたらした．1.3 µm 帯への移行では，ファ

様々な手法で単一モード化が検討された．当時，検討さ

このような状況は諸外国でも同様であり，世界的にも

イバの損失が下がっただけでなく，この波長帯がファ

れた主な手法は，(1) 分布帰還型（DFB）レーザ [11]，

イバの零分散波長であったため波長分散による送信波

(2) 分布反射型（DBR）レーザ [12]，(3) 複合共振器

形の変形が大幅に減少した．このことはファイバのシ

レーザ [13]，(4) 外部回折格子レーザ [14]，(5) 注入同

ングルモードへの移行と相まって通信速度の大幅な向

期型レーザ [15]，(6) 短共振器レーザ [16] 等であった．

上を可能とした．一方，当時既に光ファイバの最低損

欧米では，半導体レーザチップには手をつけない，(3)，
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を選択する．このレーザは単一モードレーザとしてだ
けでなく，広帯域での波長可変が可能である等，様々
な機能が注目されたが，伝送用としてはモード安定性
の点から採用されることはなかった．このレーザの波
長可変は，小さな屈折率変化をバーニア効果と呼ばれ
るメカニズムで拡大し，大きな波長変化を得る方法で
あった．このバーニア効果は，後に DBR 型レーザの
波長可変に応用され，後述する SG-DBR，SSG-DBR
といった広帯域可変レーザの基本原理として発展して
図 3 いろいろな動的単一モードレーザ
Fig. 3 Structure of dynamic single mode lasers.

いった．

4. チャーピング抑制と変調器集積光源の
(4)，(5) のアプローチでの検討が盛んに行われたが，

開発

素子作製技術で先行していた国内では，(1)，(2) のモ

動的単一モードレーザの開発によって，1.3 µm 帯

ノリシック型レーザの開発が進められた．国内の研究

での 1.6 Gbit/s 伝送，1.5 µm 帯での 400 Mbit/s 長距

は急速に進み，1981 年から 1982 年にかけて，当時の

離伝送など通信システムの大幅な大容量化・長距離化

KDD [17] 及び電電公社 [18] から分布帰還（DFB）型

が可能となった．しかし光通信システムの開発は，動

で，東工大 [19] から分布反射（DBR）型で室温連続

的単一モードレーザの開発によって加速度的に進み，

発振が報告され，開発の中心はモノリシック型に移っ

1.5 µm 帯での 1.6 Gbit/s 伝送が検討され，ファイバ

た．DFB・DBR レーザは，半導体レーザ内部に回折

の波長分散が再度問題となった．動的単一モードレー

格子を形成し発振モードを選択するものであり，DFB

ザは，マルチ Gbit/s の高速変調時でも単一モード発

では活性領域全体に回折格子を形成，DBR では活性

振を保っていることが確認されていたが，変調に伴う

層に隣接したパッシブな導波路だけに回折格子を形成

キャリヤ密度の微細な変化によってチャーピングと呼

している．

ばれる微小な波長変化が生じる．当初はこの波長変動

DFB 型は，レーザ全体の導波構造が均一であるた

は大きな問題とはならなかったが，伝送速度の急激な

めモードの安定度に優れていたが，活性層直上に回折

上昇で 1.5 µm 帯 SMF 伝送システムではこの微小な

格子を形成するため，信頼性に関する懸念があった．

波長変動が通信を制限する主要な要因となりチャーピ

しかし，InP 系の特性もあり早期に信頼性が確認され

ング抑制が重要課題となった．

ると [20]，単一モード化の最も有力な手段として開発

図 4 の図中に，1.5 µm 帯 DFB レーザを 2 Gbit/s

が進められた．一方，DBR レーザは活性領域に回折

の RZ 信号で変調したときのスペクトル変化を示し

格子がないため信頼性に関する懸念は少ないが，活性

た．高速変調時に観測される発振スペクトルは，高分

層への電流注入によって縦モード間隔が変化し，これ

解能のスペクトロメータで観測すると，図中に示した

によってモードとびが起きる可能性がある．このため，

発振スペクトルのように複数のピークをもった一見，

単純な伝送用光源としては DFB 型が安定しており，

多モードのような波形が得られる．変調条件により

DBR 型は回折格子領域に任意の電流を注入できるメ

多数のピークが観測されるため，戻り光による外部

リットを生かして波長可変光源への展開が主流となっ

モードの可能性も検討されたが，緩和振動に伴うキャ

ていった．短共振器レーザは優れた単一モード性を示

リヤ密度変調で説明可能なことが分かった [21]．スペ

すが，出力の点で幹線用光源として用いることは難し

クトルで観測される複数のピークは，キャリヤ密度の

く，LAN 等短距離用光源として発展していった．

時間変化での極大・極小に対応しており，時間的に観

DFB・DBR レーザの開発とほぼ同時期に，複合共
3

振器型の Cleaved Coupled Cavity（C ）Laser が検

るとこのキャリヤ密度に対応する発振周波数が長期に
わたって持続するためである．直接変調によるチャー

討された．このレーザは，共振器長がわずかに異なる

ピングは変調条件により大きく変化する．図 4 は横軸

FP レーザを数ミクロンの間隔で結合させ，二つの FP

にレーザのバイアス電流，縦軸に発振スペクトル幅を

レーザの縦モード波長が一致する条件で，発振モード

とったものであり，スペクトル幅がバイアスに強く依
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図 5 MQW 吸収型変調器集積 DFB レーザ
Fig. 5 MQW modulator integrated DFB lasers.

合定数を低めに抑え端面の影響は無反射コーティング
で抑制する方向に変化した．一方，この現象は共振器
図 4 変調時の DFB レーザのスペクトル広がり
Fig. 4 Lasing spectrum broadening in a DFB laser
under direct modulation.

内のキャリヤ密度分布を制御すれば，発振周波数の制
御が可能となる可能性を示唆している．後述する電極
分割型 DFB はこのキャリヤ密度分布を利用し発振周
波数を制御するものである．

存することを示している．低バイアスでは，0 レベル

チャーピング抑制の研究は電極分割型 DFB レーザ

での電流が発振しきい値以下となるためキャリヤ密度

による光周波数制御やひずみ量子井戸構造の導入等

変動が大きく，チャーピングによる線幅は 7 Å 程度ま

によるチャーピング抑制技術へと発展するが，より

で広がっている．一方，高バイアスでは線幅は狭くな

本質的な解決法として外部変調器をチップ内に集積

るが，図中に示した 0 レベルでのパワー（）が増大

化した DFB レーザが検討された．InP 系レーザと

し On/Oﬀ 比の劣化で受光感度が劣化する．したがっ

集積可能な変調器として，MBE 法によって成長した

て変調バイアスは，線幅が狭く ON/OFF 比も十分確

InGaAs/InAlAs 系 MQW を用いた電解吸収型（EA）

保できる，しきい値付近に設定することが重要である．

変調器が開発された．半導体量子井戸の吸収端が加

当時はレーザの温度制御は一般的ではなく，温度によ

えた電界により長波長シフトする量子閉込めシュタ

るレーザ特性の変化をバイアス電流で補償していたた

ルク効果を利用し，小型・低電圧で動作する特徴を有

め，バイアスの精密な制御は困難であった．現在では，

している．光通信用に用いられている DFB レーザは

温度制御でレーザ特性を安定させしきい値付近でバイ

単一モード発振を実現するため内部に回折格子が形

アスを制御することによって低チャープな直接変調を

成されているが，これによって共振器の構成に反射鏡

得ている．チャーピングは変調に伴うキャリヤ密度変

が不要となり集積に適するという特徴も有している．

動による屈折率変化で起こるものであり，線幅増大係

これを用いて 1986 年に DFB レーザと EA 変調器を

数に比例して増大する．このため，量子井戸活性層更

集積化した素子が開発された [23]．図 5 は EA 変調器

にひずみ量子井戸活性層の導入によって線幅増大係数

集積 DFB レーザの素子構造を示している．素子内部

が低減され，より高速な直接変調が可能となっている．

で DFB レーザと EA 変調器が直列に接続され，CW

上述のチャーピングは半導体レーザ一般に共通な現

発振する DFB レーザ光を EA 変調器で変調すること

象であるが，DFB レーザを高出力動作させたときに

でチャーピング抑制を実現した．当時は，液相成長で

だけ現れるチャーピング現象も観測された [22]．DFB

レーザを，MBE 法で MQW 変調器を作製したため複

レーザでは共振器内部の光強度分布が大きく，高出力

雑な構造となっているが，90 年ごろからはレーザ活性

動作ではこれを反映してキャリヤ密度分布ができる．

層の成長も MOVPE 等の気相成長に替わりどちらも

この分布に伴う屈折率分布が局所的なブラッグ波長を

InGaAsP 系 MQW 構造となったため，シンプルな構

変化させるためモード波長が変化しチャーピングが生

造でより高性能な素子が作成されるようになった．変

じる．当初の DFB レーザは端面反射の影響を少なく

調器部分のバンドギャップ波長はレーザ部分より数十

するため結合定数を高めに設定していたが，共振器内

nm 短波長側に設定されているためレーザの発振光に

の光強度分布を減らしチャーピングを抑えるため，結

対してほぼ透明であり，レーザ光は変調器を低損失で
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通過し素子端面から出力される．一方，変調端子に電
圧を印加すると前述のように吸収端が変化しレーザ光
を吸収するため素子からの光出力は大幅に低下する．
したがって，変調器部分に信号に応じた変調電圧を加
えることによって変調を受けた光信号が得られる．素
子の大きさは通常の半導体レーザとほぼ同じであり，
通常のレーザと同一のパッケージに封入することが可
能である．電極等の寄生容量の抑制や高周波実装技
術によって 40 Gbit/s で動作する素子が作成されてい
る [24]．

EA 変調器は電界印加による光吸収係数変化を利用
して光の強度を変調するものであるが，電界印加に
伴って屈折率も微小に変化するため，同時に光の位相
変調が掛かりチャーピングを引き起こす．このチャー
ピングは，レーザの直接変調に比べるとかなり小さい
が，ニオブ酸リチウム（LN）等を用いた変調器がゼ
ロチャープを実現可能なことと比べると大きな欠点で
あった．このため従来は比較的低速な 2.5 Gbit/s シス

図 6 多電極 DFB 型 FM レーザの変調特性
Fig. 6 Frequency and amplitude modulation in a
multi-electrode DFB laser.

テムを中心に用いられてきたが，量子井戸構造の最適
化によってゼロチャープに近い動作が実現されてきて

られた．また，半導体レーザの線幅については通信に

おり，より高速なシステムへの導入が可能となった．

影響を与えない低周波雑音が大きいことも指摘されて

5. コヒーレント通信用光源
1980 年代後半には光のヘテロダイン・ホモダイン検

おり，これを除くと 3.6 kHz という極めて狭い線幅が
実現されている [25]．
光の周波数や位相情報を用いるコヒーレント伝送で

波を用いるコヒーレント伝送方式が精力的に検討され，

は，光の強度と位相を独立に制御することが重要とな

これに伴って半導体レーザの狭線幅化，及び直接周波

る．半導体レーザの直接変調では，キャリヤ密度変化

数変調の検討が主要な検討課題となった．コヒーレン

による複素屈折率変化によって，光強度と光位相が同

ト通信は電波系の伝送同様，ヘテロダイン・ホモダイ

時に変化するが，個別に制御することはできない．前

ン技術を受信系に用いることで大幅な感度向上を成し

述のように DFB レーザでは，共振器内部にキャリヤ

遂げるものであり，光のビートにより高純度の信号を

密度分布が生じると屈折率変化で発振モードが影響さ

得るため狭線幅なレーザ光源が要求され，更に位相あ

れ，発振周波数の変化が起こる．この現象を利用し，

るいは光周波数に情報を乗せるため光信号の強度だけ

注入電極を共振器方向に分割してキャリヤ密度分布を

でなく位相・周波数等を変調する技術が求められた．

人為的に作り出すことによって光周波数の制御が可

狭線幅化に関しては，当初，外部鏡型半導体レーザ

能となった [26]．図 6 はこのような電極分割型 DFB

が用いられていたが，実際の通信機の過酷な設置条件

レーザの変調特性を示したものである．共振器の中心

に耐え得るモノリシック型レーザの開発が要請された．

付近と両端とを位相及び振幅が異なる正弦波で変調し，

当初は通常の DFB レーザの共振器長を長くし光子寿

チャーピングを抑制した振幅変調（左），及び振幅変動

命を長くしてコヒーレンスを上げる試みがなされたが，

を抑制した周波数変調（右）を得ている．このレーザ

高光出力では線幅低下が飽和し狭線幅は得られなかっ

では，周波数変調をもたらすキャリヤ密度変化が共振

た．線幅低減には，共振器長延長と同時に閉込め係数

器内で起きるためキャリヤ寿命による変調周波数制限

及び回折格子の結合定数の低減を同時に進める必要が

が大幅に緩和され，高速変調が可能となる．このレー

あった．この点では気相成長法の導入は重要であり，

ザは周波数・位相変調用に用いられコヒーレント通信

量子井戸構造を用い導波路構造とキャリヤ閉込め構造

の光源として活躍した [27]．

を最適化しながら長共振器化を進め線幅の低減が進め
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によって実用化されることはなかったが，半導体レー
ザの性能に厳しい条件を課することによってレーザの
進歩に多大な貢献をした．狭線幅レーザの技術は映像
伝送用の AM-FM 一括変換に生かされており現在の
光加入者システムでも活躍している．FM 変調レーザ
の技術は波長可変レーザ開発に引継がれ，DWDM 用
として用いられ始めている．また，ペルチェ素子を用
いた温度制御による波長安定化が検討されたのもこの
時期であり，現在の DWDM システムを支える基本技
術の一つになっている．

6. 光ファイバ増幅器と半導体レーザ
1980 年代末に開発された光ファイバ増幅器（EDFA）
は急速に実用化され光通信システムを変貌させた．光
ファイバ増幅器を中継器として用いることで光通信
システムの構成は大幅に簡素化される．EDFA を動
作させるためには，ファイバ中にドープされた希土
類を励起し反転分布状態とする励起光源が不可欠で

図 7 ひずみによる結晶構造及びバンド構造の変化
Fig. 7 Strain induced change in the lattice structure
and the band structure of crystals.

ある．高信頼で安価な EDFA を実現するには，この
励起光源も半導体レーザで実現することが不可欠で
あった．当初，励起波長としては 1.48 µm が要求さ

るひずみ量子井戸レーザが開発された時期であった．

れ，InGaAsP/InP 系のレーザで開発が進められた．

これによって組成の自由度が広がり，従来は不可能と

この付近の波長は，従来用いられてきた液晶成長法で

されていた波長での発振が得られる可能性が指摘され

は結晶成長が困難な波長領域であったが，当時，半導

た．InGaAs/GaAs 系のひずみ量子井戸系については

体レーザ作成に関しては，液相成長から MOVPE 等

先駆的な研究が行われており [28]，これに基づいて励

の気相成長への移行が起こっており，気相成長法を用

起光源の可能性が検討され，0.98 µm 帯での発振が実

いることで高出力な励起レーザが作成された．気相成

現し励起光源として十分な特性を有することが確認さ

長法の導入は同時に超薄膜成長を用いた多重量子井戸

れた [29]．当初は，端面の急速劣化等信頼性に問題を

（MQW）構造の形成をも可能とし，MQW 構造によ

抱えていたが様々な端面処理技術開発によって実用レ

る高出力化によって，EDFA の実用化に大きく貢献
した．

ベルの寿命が達成された．
一方，当初懸念された活性層のひずみに伴う劣化は

当初，1.48 µm 励起で実用化された EDFA であった

ほとんど観測されず，むしろひずみ導入による著しい

が，希土類イオンの励起状態の検討から，励起波長を

特性改善が確認された．図 7 は，ひずみ量子井戸の結

0.98 µm にした方がより強い反転分布が得られ低雑音

晶とバンド構造を示したものである．圧縮ひずみでは

の増幅器となることが明らかになり，0.98 µm 帯半導

基板結晶より格子定数が大きい結晶を成長し，界面方

体レーザの開発が強く要請されるようになった．この

向には結晶格子は圧縮され逆に界面に垂直な方向に伸

波長は，図 2 で分かるように，GaAs 系にとっては波

びる．引張ひずみではこの逆の結晶構造になる．バン

長が長すぎ，InP 系レーザにとっては波長が短すぎる

ド構造はこのひずみの影響を受け，特に対称性が低い

ため，開発は困難が予想された．しかし，前述のよう

価電子帯では k ベクトル方向によってエネルギーレベ

にこのころの通信用レーザは液相成長から気相成長の

ルが異なることになる．このために，価電子帯は分裂

移行の時期であり，量子井戸構造の詳しい検討がなさ

し原点付近での状態密度が低下する．これによって，

れていた．非常に薄い量子井戸構造では，格子整合が

発振しきい値の低減，線幅増大係数の低下が実現でき

とれていなくても結晶層がひずんだ状態で単結晶とな

る．高性能な 0.98 µm 帯レーザの実現はこの事実を再

る．このような格子整合がとれていない活性層を用い

認識させ，波長帯ではひずみを必要としない InP 系の
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通信用レーザにもひずみが導入される契機となった．
ひずみ導入の効果は著しく，現在では通信用レーザは
ひずみ量子井戸構造が主流となっている．

EDFA を用いるシステムでは中継器で波形整形処理
を行わず線形増幅だけで数百 km の伝送を行うため，
分散の累積による波形劣化が起こりやすい．半導体
レーザを直接変調する送信機は波長変動を伴うため，

EDFA を用いるシステムではレーザは CW 発振とし
外部変調器で符号化を行う構成が多く用いられるよう
になった．外部変調器を用いた光送信機は直接変調を
用いた場合と比較して大幅なコスト増となるが，光増
幅器を用いるシステムでは中継器には光送信機は存在
せず，送信器は送信側に一つ必要なだけであり，高価
な送信器を用いてもシステム全体としてコスト増は少

図 8 DWDM 用波長可変レーザ
Fig. 8 Tunable lasers for DWDM optical
communications.

ない．このため光増幅を用いるシステムでは，光源の

DFB レーザを一定光強度で発振させ，ニオブ酸リチ

ば，将来的には DFB レーザを置き換えることも期待

ウム（LN）等で構成される外部変調器で符号化する

されている．

送信機を構成することが多くなり，幹線系については
直接変調に関する検討は下火となった．

DWDM 用波長可変光源は，図 8 に示すような様々
な構成で開発が行われている．波長可変光源は，回折格

一方，ほぼ同時期には光の加入者系への導入を目指

子の回転など機械的な変化を利用する (1) 外部回折格

した低価格システムの開発も進められていた．このシ

子型，(2) 面発光型 [31] と，温度や電流による屈折率変

ステムはコストの制約が強く，レーザには無温調で高

化を利用する (3) DFB アレー [32] (4) SG-DBR [33]

速変調可能，高出力など多数の要求が課せられ厳しい

及び SSG–DBR レーザ [34]，(5) 外部フィルタ型，と

開発が進められた．当初，これらの条件をすべて満足

に大別できる．機械的な共振器の変形を用いる (1) は

することは困難であったが，上述のように通信用光源

古くから用いられてきた構成であるが，マイクロマシ

にひずみ量子井戸構造が用いられ始めた時期であり，

ン技術や面発光構造 (2) の導入で飛躍的な小型化・高

ひずみの最適化によって急速な特性改善が進んだ．こ

信頼化が進み，通信用で用いられる可能性が出てきて

れによって，低価格で高性能な光源の開発が進み光加

いる．機械的移動による波長変化は屈折率変化と比べ

入者システムの実現に貢献した．

大きく，単純な構成で広範囲の波長可変が得られる特

7. 波長可変光源

徴があるが，今のところコスト・信頼性の両面から屈
折率変化型が実用化では先行している．

波長可変レーザの研究は長い歴史をもち，通信用と

屈折率変化型では，(3) は DFB レーザの温度によ

しては DBR 型で 1983 年に報告されている [30]．コ

る波長変化，(4) は DBR レーザの電流による波長変

ヒーレント通信の検討が進められた時期には活発な検

化を利用するモノリシック型である．(5) は外部共振

討が行われたが，その後の光増幅器を用いた TDM 主

器型であるが，温度によるエタロンフィルタの波長変

体のシステムの時代には検討は下火となる．その後，

化を利用することで機械的な移動を抑え高い安定度を

多数の波長を用いる DWDM システムが開発され波

得ている．DWDM で要求される波長可変幅はコヒー

長数が数十チャネルになると再度重要な検討課題に浮

レント伝送で要求された可変幅に比べかなり大きく，

上した．WDM システムでは波長ごとに異なるバッ

温度・電流による 1%程度の屈折率変化で得られる波

クアップ光源を準備する必要があり，波長数増に伴い

長変化では十分でない．このため，屈折率変化を利用

バックアップ光源及びその管理コストが大きな負担と

するレーザでは，屈折率変化を増倍する何らかの機構

なってきており，波長可変光源には強い開発要請があ

が必要となる．(3) は波長が異なる DFB レーザをア

る．波長可変光源はバックアップ用として重要なだけ

レー化し，発振させるレーザを切り換えることで波長

でなく，素子のコストダウン及び信頼性の向上が進め

可変範囲を拡大しており，(4) (5) では前述の C3 レー
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ザで見出されたバーニア効果を利用し屈折率変化を拡

波路を安定に作製することが可能となり，各種の集積

大している．

化光源の実現に結び付いた．露光技術は，当初はコン

波長可変レーザの実用上の問題点は，周波数の長期

タクト露光が主流であったが，1980 年代中ごろから

安定性を保証することである．現在，通信で実用化さ

縮小投影や電子ビーム露光も用いられるようになり，

れている波長可変光源は (3) と (5) のいずれも温度変

波長より微細なパターンを安定的に形成できるように

化を利用するものが主流である．このような温度によ

なった．これによって SSG のような特殊な回折格子

る波長可変光源では，温度変化のため数秒程度の波長

やフォトニック結晶のような微細な構造が作製可能と

切換時間が必要である．このため高速な波長切換はで

なった．このほかにも，半導体レーザの発展につれて

きないが，波長安定度の点では有利である．温度制御

端面反射率制御など多数の基盤技術が確立された．半

型では，急激な波長変化が起こらないため，瞬時に波

導体レーザのこの 40 年間の急速な進歩は，作製技術・

長ずれやモードとびが起こる可能性がなく，発振波長

基盤技術の進歩と一体となって進んだものである．

については高い信頼性が期待でき，現時点では実用化
で先行している．

9. む す び

一方，電流制御型の波長可変レーザは電気的制御だ

以上，およそ 40 年にわたる通信用半導体レーザ開発

けを用いるため，ナノ秒オーダの高速な波長切換が可

の歴史を駆け足で振り返ってきた．冒頭で述べたよう

能である．(4) の光源では，実験室レベルでこのよう

に光通信システムは約 5 年ごとに技術の世代交代があ

な高速波長スイッチ動作が確認されており [35]，将来

り，半導体レーザもそれに対応して新しいターゲット

のダイナミックな WDM ネットワーク用の光源とし

に向かい開発が進められてきた．現在，実用レベルで

て有用であることが期待されている．波長安定性につ

DWDM に対応する波長可変化や集積化が進み，研究レ

いては，縦モード変化を抑制し発振波長を安定化する

ベルでは位相変調や多値変調などかつてのコヒーレン

制御回路が作製されているが [36]，実用化を進める上

トに近い技術が導入され光通信の限界に挑戦している．

では制御回路を含めた信頼性を保障する手段を確立す
ることが必要である．

光通信は送信器の中で発振器が占める比重が極めて
大きいことが特徴である．電波領域では，発振器から

8. 素子作製技術・基盤技術

の信号は数段の増幅器や周波数変換を経て変調器に

最後に，通信用半導体レーザの進歩を支えた作製技

一方，光通信では発振器であるレーザが光に関しては

術及び基盤技術について簡単にまとめておく．初期の

送信機のすべての機能を果たし，符号化された信号が

半導体レーザ結晶は液相成長によって作製された．液

発振器から直接出力される．これは半導体レーザが類

相成長は，高純度な結晶を容易に作製可能な手法であ

まれな優秀性を有する素子であることを示すが，前述

るが，薄い活性層の成長は数秒で終わってしまうため

のような複雑な変調方式が導入されることを考慮する

活性層厚の精密な制御は不可能であった．GaAs 系で

と，レーザ単体ですべての機能を実現することは困難

は，80 年前後から MBE 法を用いた気相成長法が用い

になってきている．当面は，外部変調器などの光部品

られ，これによって超薄膜成長を用いた MQW 構造

の組合せで構成するが，DWDM の急速な進展により

がレーザに導入された．しかし，InP 系では気相成長

システム中の送信機数は急増し，コストダウンに対す

の導入は MOVPE 法が確立される 1990 年前後まで遅

る要求は厳しくなってきている．この点から，光集積

れ，MQW 構造の導入は GaAs 系に比べ約 10 年遅れ

技術によるコスト低減はいずれ不可欠となると考えら

た．しかし，MQW 構造の導入は量子効果による特性

れる．現在は，電界吸収型変調器を集積化したレーザ

改善だけでなく光とキャリヤの閉込めを独立に最適化

が実用化されているが，様々な変調方式への対応を考

できる点でも重要であり，コヒーレント用光源，変調

えると位相変調器等の集積化も必要となってくる．一

器集積光源を中心に急速な MQW 化が進んだ．MQW

方，幹線系を離れると，レーザ単体の高性能化・低コ

によるレーザ特性改善はひずみ MQW 導入後は特に

スト化を進めより小規模な通信システムの光化を推進

著しく，温度特性・変調特性等を急速に改善した．

することが重要である．

よって符号化され，最終段の増幅器から放射される．

プロセス技術に関しては 1990 年代のドライエッチ

前述のように，半導体レーザの急速な進歩は結晶成

ング技術確立が大きく，これによって半導体で曲り導

長法やプロセス技術の進歩と密接に関連してなされて
379
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きたものである．今後の半導体レーザの発展も，量子

[13]

tuning rate and frequency excursion in cleaved-

とともに進んでいくものと期待される．
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