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カスケードレーザの研究
― マテリアルデザインとバンドストラクチャーエンジニアリングによる長波長光源の実現 ―
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量子カスケードレーザは活性領域のバンド構造を制御したレーザで、構造の設計次第で中赤外から
テラヘルツ帯までの広い波長範囲の光を出すことが可能である。本研究では構造設計だけでなく材
料設計の観点からも検討を進め、狭ギャップ半導体InAsを用いれば低消費電力化などの高性能化
が可能であることを理論的に示した。また1000層以上の超格子構造における界面ボンドの組み合わ
せを制御することによって世界に先駆けてInAs量子カスケードレーザを実現した。
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図1（a）InAs/GaSb量子カスケード構造のバンドダイヤグラム： 量子カスケード構造は発光層と発光層の橋渡しの役目をする注入層
から構成され、
それらを複数（10-50周期）含む構造からなる。このカスケード構造に電圧を印加すると、電子の通り道に階段状のポテ
ンシャルを作り出すことが可能となり、電子はその階段状のポテンシャルを駆け下りるたびに光を放出することができる。図では発光層
がInAs量子井戸構造から構成されているが、
デザインによりさまざまな構造で構成することが可能である。
（b）InAs井戸の厚さを変えて作製したInAs/GaSb量子カスケード構造発光ダイオードの発光スペクトル。括弧内の数字は設計値。
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図3 低閾値密度InAs/AlGaSb超格子量子カスケードレーザのバンドダイヤ
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補足説明
※1 サブバンド
量子構造のサイズを小さくして電子を平均自由行程以
下に閉じ込めると自由反射運動が起こり、電子のエネル
ギは離散的な値をとる。この離散的なエネルギ準位のこ
とをサブバンドと呼ぶ。
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図2 作製したInAs/AlSb量子カスケードレーザの活性領域における断面透過型電子顕
微鏡像。活性領域は50周期（総層数は1200層）の注入層及び発光層からなり、
これら
の層を構成するInAs井戸の厚さは数nm程度、AlSb障壁の厚さは1nm以下となってい
る。
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