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.は じめに

｀
卜導体 レーザは、光ファイバ通信システムや光デ ィスク技術あるいは高精度光計測技術などの

光源として実用化されているが、コヒーレント通信方式や並列光情報処理など、さらに大規模な

通信や情報処lH3を行なうためには、解決すべき課題がいくつか残っている。本研究ではこれらの

課題のうち、発族 しきい値の低減化、発振線幅の狭化および戻 り光雑音の解明と低減化法などに

ついて研究 した。

以 卜、これらの課題についでの研究成果の概要を述べる。

2.ポ テ ンシャル制御 および有効質量制御 による発振 しきい値の低減化

半導体 レーザでは、レーザ発振に必要な電子反転分布を形成するためにバイアス的な電流が必

要であり、発振 しきい値電流0と 言う。発振 しきい値電流を低減できるレーザ構造として、筆者

らはポテンシャル制御構造を提案 してきた(2458)。類似の構造が同時期に「引内共メーカのイリ「究所で

開発され、変調 ドープ構造とも呼ばれている。また、米国では有効質量制御による低減化が提案

され、企量 r井 アF構造により実現された。そこで、本研究では、ポテンシャル制御と有効質量制

御 とをF41論的に比較 した。

通常の半導体では、価電子帯正孔の有効質量が伝導帯電子より大きいので、価電子市の状態密

度関数が伝導帯よりも大きい。そのため、伝導帯電子と価電子市i工孔を等匙注人しても、価電 子

情瑞付近に電 子いが残っており、光吸収が消えにくい。光放出を光吸収より大きくするためには、

かなりの電 子ととHイしを注入しなければならない。 も し、価電イム帯il:イしが予め過剰になっている

と、光吸収が消え、注人電流 0か ら反転分布がオニじ得る。活性層の近接唇にアクセプタ原 子を多

せに ドープして正孔を供給させ、この原理を実現 したのがポテンシャル制作‖構造または変調 ドー

プ構造である。また、価電子帯1に孔の有効質量を減少させ、両帝の状態密度を1可程度にすると、

少ない電 F数 で反転分布が形成できる。この原理が有効質量制御法である。

ポテンシャル制御 と有効質量制御の特性比較は、以 下の通 りとなった。

1)電 r数 =lF孔 数の「1叫々条件 Fで は、有効質量制作,法が有利である。

2)下 E孔濃度をlo19cm 3より高濃度にしても実常な非発光再結合や光吸収が生 じなければ、ポテン

シャル制御構造の方が有効質量制御法よりも優れている。

3)ポ テンシャル制御構造を用いる場合は、正孔 と電子の有効質士比は大きい方が良い。つま

り、ポテンシャル制御構造と有効質量制御法を1可時に用いない方がよい。



3日 SCH量 子丼戸構造データでの発振線幅増大現象の解明

半導体 レーザの発振線幅は、コヒーレント光としての性質を直接現わしている特性であり、線

m llが狭いほど良質のコヒーレント光と,!予える。

SCH(Scparatc Conttncmcnt Hctcro)軍:1アリト戸構造は、電Fを 閉じ込める活性層 (上r)ル 「

嘱)を 光準波|やで杖み、活性|ぎへの光集中効果を強化したレーザ1祥造である(Ⅲ。このSCH構 造

において、発妖縦中高が急増する現象が、時々観測された。この現象を理論解析 し、増加現象が生

じない条件を検討 した。結論は以下の'由りである.

1)ぢ鉱 縦性i英付増大うと象は、光導波屑への電 子・Iイしのオバーフローによるもので、この現象

が′liずるレーザでは発妖 しきいllh電流が高い。

2)すき振線幅が安定に最小になる量子丼ア「数は、2～ 3程 度である。

4.戻 り光誘起雑音の解明

半導体 レーザからの出力光が、)とファイバ瑞面や光デイスク表1灯iで反射 しレーザ内に再人均寸す

ると、|卜導体レーザの出力光が変動 し過乗J雑音を発化する。この雑十を戻 り光誘起雑音と呼ぶ。

筆者らは、戻 り光によるレーザと反射点とで形成する外ilよ共振器モー ドがレーザ白身のモー ド

との村11rた作用 して雑音がナ曽加するものとし、その特性を解析 した(7).結論は、以 下の通 りであ

る。

1)戻 り光雑■は、レーザと反射点とで形成する外部共振器モー ドの発生に付随して発イlをする。

2)外 部共振器モー ドは、反射点までの‖と離が長いほど、低い戻 り光率で発′十二し、距離が教mで

は10守の低庚 り光率でも発生する。

3)戻 り光雑ヤを防ぐためには、レーザi′1身の共振器長を長 く、出射瑞面の反射■を高 くした方

がよい。

4)さ らに、戻 り光が強 くなると、モー ドホッピングなどの不安定な現象へ移行する。

5.高 周波重畳 による雑音低減法の解明

半導体 レーザでの、戻 り光雑占やモー ドホッピング雑音を低減化する子段 として、レーザ注入

電流に高周波電流を重畳 させる方法が実用化されている。ここでは、モー ド競合理論(6)に基づ

き、高周波重性による雑音低減化の機構を叫論解析 し、より効率的な動作条件を検討 した。結論

は以 下の通 りである。

1)レ ーザ,十t入電流に高周波を重畳すると、電子密度と光強度の同期的変動のため、 1つ のモー

ドヘ集中してエネルギーを供給 しなくなり、モー ドホッピング現象は生 じなくなる。

2)雑 音低減化が最大効率となる駆動周波数は、直接変調の共鳴状周波数である。

3)実 際のレーザでは、素子の静電容量のため高周波電流が流れにくく、低周波側で見かけ 11の

効率が良 くなる場合がある。

4)高 周波重畳の効率をよくするためには、素了̂ の高周波特性を良くした方が良い。

5)熟 抵抗の高い芸 r^ほど、高用波重畳による低減化の効率は良いが、しきい値電流増加などの

悪影響があるので、熱抵抗は下げるべきである。
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6口 おわ りに

本研究は、
｀
卜導体 レーザをより高1■能にするためのいくつかの謀題を研究 したものである。助

成金を受けた後の成果を中心に,上べたが、刊二おこの学術論文としては投稿準備中のものが多い。な

お、このイけ「究チリl問内に出版 した関連論文を参考文献としてまとめた。
｀
卜導体レーザの解析手法は

かなり確!、Iきれてきており、本柳十究のように1論す収的かつネFl織的に検討できるようになってきた.

しか し、レーザW_位での特性には限界があ り、発振波長の絶対安定化や多数 レーザの 本
体化な

ど、よ|)高性能の光源とするためには、集積化技術を併用した検討を今後も行なう必要がある。

先||、新聞で十拓|り‖先生の他界を掬|りました.本 助成金を受けられた十運に感訪!し、今後も電子

li学1の発とこのためにま去あるlll先をフ亡、がける事を誓い、語i柳先′liのご賀箱をお術りいたします。
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