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本学理工学部材料機能工学科の竹内哲也教授（本学光デバイス研究

センター長）らの研究グループは、青色 LED を発展させた、安全・

安心な社会実現に寄与する新しい光デバイス（半導体レーザー）の開

発を目指しており、このたび、トンネル接合を有する GaN 青色レー

ザーとして世界最小しきい値電流密度を実現しました。 

上記研究グループは、前年度に「低抵抗・低コスト GaN トンネル接

合」を実現しています（左上写真は 2018 年 5 月 16 日の成果発表）。

今回、このトンネル接合を用いて、波長 450nm で動作する青色 GaN レーザーを開発しました（左下

写真）。 

レーザー動作に必要な電流密度は 1.6 kA/cm2であり、これまでに報告されたトンネル接合 GaN レー

ザーとして最も低い値を実現しました（左下図）。このトンネル接合 GaN レーザー層構造は、生産性

が高い有機金属化合物成長装置（MOVPE 装置）1 種類のみで形成されており、将来的な低コスト化

も可能です。本成果により、高効率 GaN レーザー開発が大きく加速することが期待されます。 

＊本研究成果（トンネル接合）は、特許出願（特願 2017-239235） 

 済です。また、Applied Physics Express(February 2019)に発表し、 

 Spotlight article として選出されています。 

＊本研究は、文部科学省の「省エネルギー社会の実現に資す 

 る次世代半導体研究開発（レーザーデバイス・システム領域）」 

 の一環として行われました。 

 

＜報道の解禁日時＞（日本時間） (テレビ、ラジオ、インターネット) :2019 年 5月 22 日（水）17 時 
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世界最小しきい値電流密度「トンネル接合 GaN レーザー」を開発 

～高効率 GaN 青色レーザー基盤技術のひとつを実証～ 

 

〈研究内容に関する問い合わせ先〉 

名城大学工学部材料機能工学科教授 

竹内 哲也（たけうち てつや） 

E-mail: take@meijo-u.ac.jp 

TEL: 052-838-2293／FAX: 052-832-1244 

室温パルス動作 



 

                                  

 

概要 

名城大学の研究グループは、

ーザー」として

有するポテンシャルを実証したことにより、

一歩近づきました

 高効率青色
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研究の背景 

2014 年ノーベル物理学賞の受賞理由となった高効率青色 LED では、80%を超えるエネルギー変換効

率が実現されています。さらなる用途拡大に向け、高効率化に加えて高出力化も期待されています。し

かしながら、この青色 LED を高電流注入駆動（数 kA/cm2）すると、その変換効率が著しく低下する課

題（効率ドループ）が知られています。 

このため、半導体レーザーが注目されています。半導体レーザーの発光機構は LED と異なる「誘導放

出」であり、原理的に高電流注入時の高効率発光が可能です。例えば、赤外半導体レーザーでは 70%以

上の値が報告され、高効率と高出力の両立がすでに実現されています。しかしながら、GaN による青色

レーザーのエネルギー変換効率は 50%未満に留まっています。この効率が低い理由の一つとして、高い

素子抵抗が挙げられます。半導体レーザーはその内部に光ファイバと同じ原理の光閉じ込め構造を有す

るため、比較的厚い（数 100 nm 以上）p 型クラッド層（注１）と n 型クラッド層が必要です。GaN レーザ

ーの場合、p 型クラッド層の抵抗は n 型クラッド層の 100 倍高く、この p 型クラッド層によって素子抵

抗が大幅に上昇します。ゆえに、p 型クラッド層の抵抗を下げることが効率改善に重要ですが、クラッド

層に使用するワイドバンドギャップ材料では、アクセプタのイオン化エネルギーが大きく、そのキャリ

ア濃度は極めて低いため、高抵抗化してしまうという本質的な課題がありました。 

上記課題を解決する手法の一つとして、トンネル接合(注 2)の利用が提案されています。トンネル接合は、

通常の pn 接合におけるアクセプタとドナーの濃度をそれぞれ 100 倍程度高めた構造で、トンネル効果に

より、n 層から p 層へ低抵抗で電流を流すことができます。したがって、厚い高抵抗 p 型クラッド層を

用いる代わりに、例えば、10 分の 1 の厚さの p 型クラッド層を設け、その上にトンネル接合と厚い低抵

抗 n 型クラッド層を設ければ、高光閉じ込めと低抵抗を両立する高効率 GaN レーザーが実現します（図

1 参照）。 

しかしながら、トンネル接合自体の抵抗が高い、さらにはトンネル接合をレーザーに用いると素子特

性が低下する、具体的には、しきい値電流密度(注 3)が高くなってしまう、などの課題が報告されていまし

た。このような状況下、名城大学の研究グループは、昨年度に低抵抗 GaN トンネル接合を実現する技術

を新たに開発し、それを GaN レーザーに適用する検討を進めていました。 

 

研究内容と成果 

 名城大学の研究グループは、昨年度確立した、低抵抗 GaN トンネル接合を GaN 青色レーザーに適用

した結果、トンネル接合 GaN レーザーとして世界最小しきい値電流密度となる 1.6 kA/cm2を達成致し

ました。図 2 に、室温パルス動作における、光出力・電流密度特性を示します。このレーザーのサイズ

は、リッジ幅 25 µm、共振器長 1.2 mm です。図 2 より電流密度 1.6 kA/cm2付近で急激に光出力が増大

しています。それとともに、図 3 に示すように 450 nm の青色領域において極めて鋭い発光スペクトル

も観測されています。以上より、明確なレーザー動作が確認でき、上述したしきい値電流密度は、トン

ネル接合を有する GaN レーザーとしてこれまでに報告された値（1.9～3.4 kA/cm2）よりも低い値であ

り、世界最小しきい値電流密度を達成致しました。 

 さらに、上記した低しきい値電流密度のみならず、今回開発したトンネル接合の形成手法は、他研究

機関とは異なり、1 種類の結晶成長装置、すなわち生産性の高い有機金属化合物気相成長（MOVPE）(注

4)装置 1 台だけで実現可能な簡便な手法です。ゆえに、将来的な低コスト化も期待できます。 
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論文発表（トンネル接合に関する） 

Applied Physics Express 12, 025502 (2019) 

“Doping profiles in low resistive GaN tunnel junctions grown by metalorganic vapor phase epitaxy”, 

Yasuto Akatsuka, Sho Iwayama, Tetsuya Takeuchi, Satoshi Kamiyama, Motoaki Iwaya and Isamu Akasaki. 

 

用語解説 

注1） クラッド層 

光を中央に存在する発光層に閉じ込めるために必要な外側の層。この外側の層の屈折率を内側の発光層

の屈折率よりも低く設定することで、その層界面での全反射により、光が内側に閉じ込められる。 

 

注2） トンネル効果 

電子を粒子として考えた場合には、乗り越えられないと思われるエネルギー障壁を乗り越えてしまう現

象であり、波動性を考慮することで理解される量子力学的現象。 

 

注3） しきい値電流密度 

素子に電流注入した際に、レーザー動作が始まる電流密度の値。高効率レーザーを実現するには、この

値の低減が重要である。 

 

注4） 有機金属化合物気相成長（MOVPE; Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy） 

ガスにより原料を供給する気相成長法のひとつであり、その原料として有機金属化合物を用いている。

LED や半導体レーザーの層構造を結晶成長する際に用いられる成長法であり、生産性が高い。 
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