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図1 （a）
ラマンレーザーに用いたナノ共振器の構造とバンド図 （ｂ）
シリコンのバンド図と発光現象

我々は、第2ナノ共振モードを励起光を閉
じ込めるために、第1ナノ共振モードをラマ
ン散乱光を閉じ込めるために利用した。前
者の共振モードは 値10万以上、後者で
は100万以上が得られ、両者の周波数差
は空気孔の直径を変えることでシリコンの
格子振動数に一致させることが可能とい
う特長を持っている。
図2は作成したサンプルの電子顕微鏡写
真にラマンレーザーの動作イメージを重ねた
ものである。P-i-Nダイオード構造は付けてお
らず、純粋にシリコンだけで作られている。空
気孔を埋めた3本の線欠陥が平行に構築し
てあり、長さが10マイクロメートル程度の中
央の欠陥がヘテロ構造ナノ共振器である。
通常、
シリコン光素子は[110]方向（紙面

繰り返すことによる性能劣化は見られてい

図2 ラマンシリコンレーザーの電子顕微鏡写真とデバイスの動作イメージ

ない。

将来の展望
本デバイスの閾値をさらに下げることは
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ナノワットレベルの励起強
度であれば、
シリコンからの自然放出光でも
レーザーの励起源として利用可能と期待さ
れる。つまりシリコンLEDからの発光を介し
たより実用的な電流注入型のラマンシリコ
ンレーザーが期待できる。
もし実現すれば、
電子技術と光技術が融合した夢のシリコン
チップへの道が大きく開かれることとなる。
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図3 （a）
レーザーの入力−出力特性。挿入図は発振前後での出力スペクトル
（b）
（
、c）
発振直前と直後のナノ共振器の赤外カメラ写真

進教授には全面的に協力していただいた。
共同研究者の皆さまに深く感謝申し上げ
ます。

補足説明
値
共振器が光を閉じ込める強さを表す量。 値が高
い共振器は、光を長く閉じ込めることができるので、
光と物質の相互作用を高めることが可能となる。
英語のQualityの頭文字に由来している。

ヘテロ構造ナノ共振器
2005年に報告された構造で、非常に高い 値を
持つことを特徴とする。格子定数を少し大きくした
ことによるモードギャップ障壁を利用して光を閉じ
込めている。
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