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第1章 序論 
 

1. 1 はじめに 
近年インターネット等の普及により，通信量が爆発的に増加している． インターネ

ットのトラフィック量が増加している背景には携帯電話をはじめとするスマートデバ

イスなどのデバイス数の増加，通信の対象が文字媒体から画像や音楽，動画などの大

容量のデータへと移行していること，Wi-Fiの拡大などが挙げられる． 
通信量が爆発的に増加し，それに伴い通信インフラの消費電力も増大している． 

従来から低消費電力への試みはなされていたが，ほとんどの情報通信機器を構成する電

気回路には，P=RI2の関係に従う電力消費が発生するため、その電力消費の低減には限

界がある．また，電気伝送よりも消費電力の小さい光ファイバ通信が普及されているが，

光強度を電気的に変調して送信し受信側では光―電気変換して復調するので非効率な

部分がある．これらは電気信号主体のシステムを光信号主体のシステムに置き換え

ることによって解決可能である．そしてそのために必要となるのが，光信号を光信

号のまま処理するような信号処理技術である．この光信号処理技術を実現すること

が出来れば，非効率な光－電気変換が減少し，通信ネットワークの消費電力量を劇

的に改善することが可能であると考えられる． 

また，光信号処理技術の究極的なゴールは単一光子を用いた光デバイスである．単一

光子の扱いが可能にようになると，信号処理のさらなる省エネルギー化に寄与するのは

もちろんのこと安全性が極めて高い量子暗号，これまでのコンピュータでは宇宙の寿命

程度かかる計算を数時間でやってのける量子コンピュータ，わずかな光で高い分解能を

実現する量子顕微鏡などの量子計測，通信感度の向上といった新たな光量子デバイスの

可能性が予言されている． 

 
 

1. 2 微小光共振器 

前節で述べたように全光信号処理を実現できれば，処理の高速化が期待できるだけで

なく，光を光のまま扱うので，光の持つ量子性を積極的に活用する新規デバイスの開発

にもつながることが期待できる． 
しかし，光信号を光のまま信号処理に用いる場合には，光の物質との相互作用の弱さ

が課題になる．情報処理で使用される微小なチップ内に光をとどめておくためには光を

減速させたり止めたりさせる必要があり，効率的に全光信号処理を行うためには，光と

物質の相互作用を大きくすることが必要となる．この光の弱点を克服する一つの手段と
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して，微小光共振器と呼ばれる光デバイスの研究が勢力的に行われている．そこで本節

ではその微小光共振器について簡単に説明する [1, 2, 3]． 
 

 

1. 2. 1 基本的な光共振器 
光共振器とは，端的に表現すれば「光を一定時間ある空間に閉じ込めることのできる

容器」のことである． 
Fig. 1.1 に示すように，互いに平行な 2 枚の半透明平面鏡に垂直に空間ビームを入射

させると空間ビームは半透明鏡で 1 部が反射されて残りが反対側の半透明鏡に到達す

るが，そこでさらに反射された成分は半透明鏡の間を往復し始める．しかしながら，空

間ビームはコヒーレントな光波であるので，半透明鏡の間隔 L が半波長の整数倍の場合

に定在波が生じて，共振が起こる．それぞれの反射光成分の位相が少しでも異なると，

干渉が弱め合うために共振波長からずれた波長では急激に光が散逸する，この共振器を，

ファブリーペロー共振器 [4]と呼ぶ． 
また，ファブリーペロー型以外で代表的なものとしてはリング型光共振器 [5]がある．

ファブリーペロー型が 2 枚の鏡を向かい合わせに置くのに対し，リング型は Fig. 1.2 に

示すように光導波路を円形に配置しその両端をつなげたような構造をしている．入射し

た光は内部で全反射をしながら共振器内をループし続けるので，光を一定時間ある空間

に閉じ込める光共振器として機能する． 
これら光共振器は様々なデバイスに利用されているが，その代表例にレーザがある．

レーザはファブリーペロー型共振器内部にレーザ媒質が設置されているという構成に

なっており，光が共振器の中で増幅を受けながら往復し，最終的にレーザとして発振す

る．誘導放出による発光スペクトルはレーザ媒質の種類によって決まる広い周波数の範

囲に広がっているが，その範囲の中で共振器の共振波長に一致する波長の光のみが発振

可能なるため，光共振器は誘導放出による光のスペクトルを狭帯域化するのに役立

っている．  

 

Fig. 1.1: Fabry-Perot cavity Fig. 1.2: Ring cavity 
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1. 2. 2 共振器と Q値 
光共振器内部では光が幾度も往復し，同じ光路を行き来する．その際，一往復前の位

相と現在の位相とが一致すると，その点における光の電界振幅は強くなる．例えばファ

ブリーペロー型共振器内で共振するためには，波長が以下のような式を満たすことが必

要である． 
 

 mλm=2nL, m=1, 2, 3, … (1.1)  
 

ただし，  は共振波長， は屈折率， は共振器長である．つまり，整数倍した時共振

器の往復の光路長となるような波長は共振できるのである．リング型共振器の場合は， 

 

 mλm=2nπR, m=1, 2, 3,… (1.2)  
 

となる．ただし，Rは共振器の半径である．共振波長に一致しない波長の光は，共振器

中を往復する間に一致しない位相の光との干渉で消えてしまうため，共振器中には安定

に存在できない． 

これらの光共振器の性能を決める指標としてQ値と呼ばれるパラメータが存在する．

Q値の定義式は 

 

 Q=ω0×
共振器中に蓄えられているエネルギー[J]
単位時間あたりに散逸するエネルギー[J/s] (1.3)  

 

であるが，実際には式(1.3)を変形した以下の形で使用されることが多い． 

 

 Q=2πf0τph (1.4)  

 Q=
λ0

ΔλFWHM
  (1.5)  

 

ただし，  及び  はそれぞれ共振波長及び共振周波数，τphは共振器内部の光エネルギー

が1/e になるまでの時間を表す「光子寿命」と呼ばれる値， ΔλFWHMは共振スペクトル

の半値全幅(FWHM : Full width half maximum)である．前者の式では光子寿命と 値との

関係が明らかになっている．つまり， 値が高ければ高いほど，光を共振器内部に閉じ

込めておける時間が長いということを意味する．後者の式は共振スペクトルの形状と 

値との関係を示し， 値が高ければ高いほど共振スペクトル形状が鋭いということを意

味している． 
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1. 2. 3 様々な微小光共振器 
 高 Q 値微小光共振器を実現することは，光を用いた量子演算や，光量子通信・情報

処理のための高機能光回路の実現にとって鍵となる．微小領域に光を強く閉じ込めるこ

とで本来相互作用しない光同士が物質を介して相互作用することができるので光スイ

ッチや光メモリなどの光学素子への応用が期待されている．この節ではさまざまな共振

器の Q 値と課題に着目して軽く説明する． 
 
 

1. 2. 3. 1 シリコンマイクロリング共振器 
シリコンマイクロリング型共振器はSOI(Silicon-On-Insulator)基板上に作製される

Fig. 1.3(a)に示すようなリング型共振器で，2008年には直径3 μmのものが作製されてい

る [6]．シリコンマイクロリング共振器は，電子ビームでリソグラフィした後にSOI基板

をエッチングして作製する．パターニングする際に，光導波路も作製することができ

るので，Fig. 1.3(b)のようなU字型の導波路を同時に作製することもできる．作製精

度はリソグラフィの限界である300 nm程である． 
このシリコンマイクロリング型共振器のQ値はQ = 1.43×105という値が報告され

ている [7]．Q値があまり高くないのは，通常の半導体プロセスによって作製される

ため表面散乱による損失の影響が大きいためである．微小光共振器は光回路などへの

応用のためにより小型化が望まれているが，シリコンマクロリングのQ値は，共振器サ

イズが小さくなるとQ値も下がってしまうという課題がある．  
 

 
Fig. 1.3(a)：microring resonator with 1.5 μm radius coupled to a waveguide with reduced width. (b): A microscope 

picture of the cascaded microring resonators coupled to a U-shaped waveguide at the edge of the chip. [Q. Xu, D. 

Fattal, and R. G. Beausoleil, “Silicon microring resonators with 1.5-μm radius,” Opt. Express 16, 4309 (2008)] 

  



8 
 

1. 2. 3. 2 フォトニック結晶 
フォトニック結晶 [2, 8, 9, 10]とは屈折率が周期的に変化する人工ナノ構造体であ

り，その中の光の伝搬はナノ構造によって制御できる．フォトニック結晶中の光の

伝播は半導体中の電子の伝導と基礎方程式が同じ形で，波の性質もよく似ている．

半導体中の電子の物質波に伝導帯・価電子帯・禁制帯があるのと同様，フォトニッ

ク結晶中でも電磁波の伝播が許される波長帯域・禁制帯域がある．禁制帯に対応す

る波長の光は周期構造中では存在できないため，周期構造は光に対する一種の絶縁体と

して作用し光の閉じ込め効果を示す．Fig. 1.4に示す2次元のフォトニック結晶を例に取

ると，垂直方向は半導体と空気との屈折率差によって，水平方向は基板に空いた空気穴

の周期構造によって閉じ込めが生じる [8]． 
フォトニック結晶は半導体技術を用いて作製するので構造を自由に設計できる．その

ためフォトニック結晶は導波路や共振器を基板上の任意の位置に作製することができ

るので，複数の光素子を含む複合的な光回路への応用が期待される． 

SOI基板に量子ドットを埋め込み，その横に共振器を作製した報告もある [11]．また，

共振器サイズを非常に小さくできるという特徴も持ち，前述の通り一つの共振器の体積

が0.025 μm3であるものが報告されている [9]． 

 値はSiによって作製されたフォトニック結晶において 値が1.2 × 106である例が発

表されている [2]．フォトニック結晶もシリコンマイクロリングと同様に半導体プロセ

スで作製されるので，表面粗さやファブリケーションエラーにより，設計上のQ値より

も実測のQ値は小さくなってしまう． 

 

Fig. 1.4: Two-dimensional photonic crystal. [A. Shinya, S. Matsuo, Yosia, T. Tanabe, E. Kuramochi, T. Sato, T. 

Kakitsuka, and M. Notomi, “All-optical on-chip bit memory based on ultra high Q InGaAsP photonic crystal," Opt. 

Express 16, 19382–19387 (2008)] 
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1. 2. 3. 3 シリカトロイド共振器 
本研究で扱うシリカトロイド微小光共振器について，ここでは簡単に説明する．

シリカトロイド微小光共振器は2003年にK. J. Vahala [12]のグループが提案・作製し

た光共振器であり，形状はFig. 1.5に示すようなキノコ状である．製造法については

Fig. 1.6に示す．シリカトロイド微小光共振器は，シリコン基板上に数μmの厚さで成

長させた酸化膜に対しフォトリソグラフィを施し，シリカ膜を円形にパターニングす

る．(Fig. 1.6: 左上)．その後XeF2 によるドライエッチングによってシリカ膜の下部に

あるシリコン基板を選択的に等方性エッチングする．(Fig. 1.6: 右上)．最後に，ディス

ク上部からCO2レーザを照射するとSiとSiO2熱伝導性の違いによりシリカディスクの外

縁部だけ溶解し，その後表面張力によって滑らかに凝固してキノコ状の構造ができあが

る．このレーザ照射の過程を「レーザリフロープロセス」と呼ぶ． 

この共振器中で光の閉じ込めが行われるのは，シリカの丸まった外縁部である．この

外縁部に横からテーパファイバを近づけることによって光を入射させる．このシリカ外

縁部は表面張力によって表面が形成されているため非常に表面が滑らかである．これに

より共振器内部の損失が非常に低くなり，Q = 2×108という極めて高い 値が実験的に報

告されている [12]．また，この共振器はチップ上に作製することができるため光回路

への応用にも高い適性を示す． 

ただし，サイズは最小でも直径30 μm程度と，シリコンマイクロリング型共振器やフ

ォトニック結晶と比較するとやや大きい．また，導波路を同時に埋め込めるようなプロ

セス技術がまだ開発されていないため，光を入射させる際はテーパファイバをシリカ部

に漸近させる必要がある．テーパファイバとの結合の度合いで 値も大きく変化してし

まうので，導波路との親和性は大きな課題である． 

 

 

Fig. 1.5: Silica toroid microcavity. [D. Armani, T. 

Kippenberg, S. Spillane, and K. Vahala, “Ultra-high-Q 

toroid microcavity on a chip,” Nature 421, 925–928 

(2003)]  

Fig. 1.6: The process used to fabricate silica toroid 

microcavities. [D. Armani, T. Kippenberg, S. Spillane, 

and K. Vahala, “Ultra-high-Q toroid microcavity on a 

chip,” Nature 421, 925–928 (2003)]
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1. 3 微小光共振器の応用 
 この節では微小共振器の応用例を説明する．微小光共振器の光を内部に強く閉じ込め

る性質を利用することで，今までは困難だった現象を起こすことができる．この性質を

応用して単一光子スイッチや量子メモリなどの超省エネルギーなデバイスを作製でき

ると期待されている． 
 
 

1.3.1 共振器量子電気力学 (Cavity QED：Cavity Quantum Electrodynamics)  
単一光子を量子暗号や量子通信といった量子的な分野に応用するためには，任意の時

間に単一光子を発生するような単一光子光源が必要である．単一原子に光を入射して励

起状態にすると，その準位が基底に落ちる際に単一光子を発する．しかしながら単一光

子が原子の緩和時間の中でのどのタイミングで発生するのか確率的に決定されるため，

任意の時間に光子を発生させることは非常に難しい． 
そこで考案されたのがCavity QEDである．Cavity QEDの実験は共振器内に単一原子を

配置した系で行われる．Cavity QEDにおいて共振器-単一原子間の結合が弱い時，パー

セル効果という現象が観測される．これは原子の自然発光レートを増強する効果を持っ

ており，緩和時間が短縮される．すると原子から単一光子が放出される時間のゆらぎが

狭まるので，任意のタイミングで単一光子を得られる単一光子源として注目を集めてい

る． 

さらに，共振器－単一原子間の結合が強い時にはラビ分裂と呼ばれる現象が観測され

る．これは共振器－単一原子間の結合により共振器の透過スペクトルが分裂する効果で

ある．スペクトルの分裂により今まで透過率が高かった波長の透過率が急激に減少する

ので，単一光子スイッチとして利用することが可能である． 

このCavity QEDにはモード体積が十分小さく，高Q値の共振器を使用し，単一原子と

共振器の共振波長を完全に一致させることが必要となる． 
 

 

1.3.2 電磁誘導透明化 (EIT：Electromagnetically Induced Transparency) 
 光を透過させないような原子密度の高いガスに，レーザ光線を照射しても，普通は吸

収されてしまう．そこで強いレーザ光線をそのガスに照射すると，ガスの原子内の電子

の状態が変わり，通常では吸収されてしまうようなレーザ光もそのガスの中を透過する

ことができるようになる．この現象を電磁誘導透明化(EIT)という [13]． 
強いレーザ光を消すと，弱いレーザ光はガスの中に捕捉されるので，EITを用いるこ

とで物質の中に光を閉じ込めることが可能である．また，再び強いレーザ光を照射する

と，捕捉されていた光を取り出すことができる．EITを利用すると光の持つ量子性を保
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持したまま光を蓄積できる実用的なデバイスを実現できる可能性がある．  
この EIT は複数の共振器を並べて結合させた結合共振器光導波路(Coupled Resonator 

Optical waveguide: CROW)を用いて実現することが知られている [14]．Fig. 1.7 に示すよ

うに EIT の実現には 3 準位系が必要であるが，CROW による EIT では共振器の共振波

長を用いてこの 3 準位系を実現している．Fig. 1.8 に示すのは波長フォトニック結晶上

の CROW のシミュレーション図である． 
 

 
Fig. 1.7: EIT effect. [K. Ichimura, “Electromagnetically 

Induced Transparency in Solids—Principle of 

Operation for Devices of Tomorrow,”Toshibareview 60 

(2005)] 

 

 
Fig. 1.8: (a) EIT-like effects in two coupled resonators. 

[X. Yang, M. Yu, D. Kwong, and C.Wong, “All-Optical 

Analog to Electromagnietically Induced Transparency 

in Multiple Coupled Photonic Crystal Cavities,”Phys. 

Rev. Lett. 102, 173902 (2009)]

 

1. 4 微小光共振器の共振波長チューニング 
 前節では微小共振器の応用であるCavity QEDやEITの重要性及び，その実現には共

振波長チューニングが必要不可欠であるということを示した．そこで本節では，現在ま

でに報告されている波長制御の先行研究について述べる． 

 
 

1.4.1 共振波長制御の重要性 
先ほど述べたCavity QEDやEITなどの応用のためには共振器の波長制御が大変重要に

なる．Cavity QEDでは高Q値微小光共振器の共振波長と単一原子の波長を完全に一致さ

せなければならないし，EITでは，3準位系を実現するために共振器の共振波長を正確に

調整する必要がある．しかし，微小光共振器の作製時に誤差が存在するので，共振器の

共振波長は設計とは異なってしまう．この問題点を解決するために，一般的には共振波

長チューニングが用いられている． 
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1.4.2 局所的酸化によるフォトニック結晶共振器の波長チューニング 
前述のフォトニック結晶の共振波長チューニングは現在までにさまざまな研究が報

告されている．Fig. 1.9(a) に示すのは，2011 年に報告された局所的酸化によるチューニ

ング法である [15]．レーザを照射することで表面の Si を SiO2に変化させ，光が感じる

実効的な屈折率を変化させることにより共振波長を短波長へとシフトさせる．この方法

ではFig. 1.9(b) のように低パワー(35 mW)で共振波長の範囲 8.7 nm短波長へと変化させ

ることに成功した．しかし，チューニングを行うと Q 値が 3.2×105 から 1.2×105 まで低

下してしまう． 
 

Fig. 1.9(a): Illustration of laser-assisted local thermal oxidation on a silicon doubleheterostructure. (b): Local 

oxidation tuning. [C. Chen, J. Zheng, T. Gu, J. McMillan, M. Tu, G. Lo, D. Kwong, and C. Wong, “Selective tuning 

of high-Q silicon photonic crystal nanocavities via laser-assisted local oxidation,”Opt. Express 19, 12481 (2011)]. 

 

 

1.4.3 酸素プラズマ加工によるシリコンマイクロリングの波長チューニング 
 シリコンマイクロリングの波長チューニングもさまざまなものが報告されている．

200 年に，酸化プラズマ加工によるマイクロリングフィルタの波長チューニングが報告

されている [16]．エラー! 参照元が見つかりません。に示すのは，Si 酸化膜基板上に作

製された SiN リッジ型導波路のマイクロリングフィルタの断面図である．このマイクロ

リングフィルタの表面を酸素プラズマ加工すると，プラズマ中の高エネルギーの酸素イ

オンは装置表面の SiN と反応し，SiOxNyへと変化する．これにより光導波路の実効屈折

率が変化し，マイクロリングフィルタの共振波長がシフトする．SiOxNyの組成比を加工

時間で制御することで波長チューニングする．表面の SiN が SiOxNyへと変化すると導

波路の実効屈折率が低下し，Q 値は大きく下がってしまうが，この方法で 8.9 nm の波

長シフトが確認された． 
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Fig. 1.10: Top view of integrated-optic microring filter. (Inset: (upper-left) SiN waveguide structure; (upper-right) 

photograph of the fabricated microring filter)[ TJ. Wang, Member, YH. Huang, and HL. Chen, “Resonant-Wavelength 

Tuning of Microring Filters by Oxygen Plasma Treatment,” IEEE Photonics Technol. Lett. 17, 582-584 (2005)]. 

 

1. 5 本研究について 

先行研究で述べたように，フォトニック結晶やシリコンマイクロリング共振器のよう

な比較的高 Q 値ではない共振器では波長チューニングを行った例が多数存在する．し

かしながらトロイドのような高 Q値の共振器では FWHMが小さいため波長制御が難し

く，まだ応用の段階には至っていない．さらに表面の滑らかさが高 Q 値となる要因で

もあるので，前述のフォトニック結晶の波長チューニングのように表面の構造を変化さ

せて波長シフトすると Q 値を大幅に下げることになってしまうので，ポストプロセス

の手段も限られてしまう． 
そこで本研究では，シリカトロイド微小光共振器のポストプロセスによる共鳴波長の

精密制御を行う．シリカトロイド微小光共振器は高 Q 値作製した後に再びレーザを照

射し，シリカを溶かし，共振器サイズを変化させることで波長制御を行う．シリカトロ

イド共振器のような高 Q 値共振器での波長チューニングを実現できれば，Cavity QED
や EIT の性能向上につながる． 
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第2章 理論 
 

まず，本実験を行うために必要な理論を示していく．最初に共振器の透過スペクトル

と共振器波長について述べる．次に，共振器に光を入射させるためにテーパファイバの

エバネッセント光を利用するので，共振器とテーパファイバの結合について説明してい

く．その後，シリカトロイドの作製プロセスを示し，ポストプロセスの原理を説明する． 
 

 

2. 1 共振器の透過スペクトルと共振波長 
 まず，共振器の透過スペクトルと共振波長について説明していく．Fig. 2.1 のような

ファブリーペロー共振器を用いて，光ビームの反射と出射ビーム電界の関係からファブ

リーペロー共振器の透過率波長特性を導いていく [4]． 
 空間ビームのスポットサイズが波長に比べて十分に大きく，ビームの回折が無視でき

る場合を考える．回折を考えなければビームの横方向振幅分布は伝搬方向に不変である

ので，問題は z 軸のみに依存する 1 次元問題になる．そこで，空間ビームの電界を y 偏
波と仮定して，半透明鏡#1 の位置を原点として 
 

 Ey = A exp[j(ω0t – k0nz)] (2.1) 
 
と置く．(A は厳密には x，y 座標の関数だが，ここでは 1 次元問題を扱うので定数と仮

定する)．光波が半透明鏡#1(原点)を出発して，半透明鏡#2 と半透明鏡#1 の間で反射を

繰り返して半透明鏡#2 から出射する電界を Ey
(2)とする．共振器内の媒質の屈折率を n，

その外側は単純に空気(あるいは真空，屈折率 n = 0)として，空気から半透明鏡へ入射す

る場合の反射率と透過率をそれぞれ ri と ti (i = 1 or 2)，逆に共振器内から半透明鏡へ入

射する場合の反射率と透過率をそれぞれ ri
’と ti’ (i = 1 or 2)と表すと，Fig. 2.1 に示すよう

に半透明鏡#2 における透過成分を全て加え合わせたものが Ey
(2)となるので，入射ビー

ムの電界(z = 0)を Ey
(1)と置くと， 

 
 Ey

(2) = Ey
(1)[t1t’2e-jk0n・L + t1t’2r’1r’2 e-jk0n・3L + t1t’2 r’1

2r’2
2 e-jk0n・5L + …] 

=  Ey
(1) t1t'2e-jk0n・L 

 1- r'1r'2 e-jk0n・2L  
(2.2) 

 

と表せる．したがって，振幅透過率 t は(2.2)式を用いて 
Ey

(2) 

 Ey
(1) で与えられるので，電力
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透過率 T = |t|2は 
 

 
T = 

|t1t'2|2
(1 - |r'1||r'2|cos Φ)2 + |r'1|2|r'2|2 sin2 Φ (2.3) 

 
と求められる．ただし，r’1 = |r’1| e-jΦ’1，r’2 = |r’2| e-jΦ’2，Φ = k0n・2L –Φ’1 – Φ’2と置いた． 
 半透明鏡として，単純に空気と屈折率 n の媒質との間のフレネル反射を用いると，2
つの半透明鏡の反射率が等しくなる．まず，空気層から屈折率 n へ入射する場合の振幅

反射率は 
 

 
r1 = r2 = - r’1 = - r’2 = 

1.0 - n
1.0 + n (2.4) 

 
となるので，すべての反射において電力透過率は等しい (R と置く)．また，振幅透過率

に関しては 
 
 |t1 t’2| = |t1 t’1| = 1 - |t1|2 

 = 1 – R (2.5) 
 
となる．これらを(2.3)式へ代入して，さらに Φ’1 = Φ’2 = 0 を用いると，電力透過率は 
 
 

T = 
1

1 + 
4R

(1-R)2 sin2 (k0nL)
 (2.6) 

 

と表される．ここで，k0 = 
2π
λ  を代入すれば，波長に対する透過率特性が計算できる． 

 
Fig. 2.1: Relation between the reflection beam electric field and irradiation beam electric field in a Fabry – Perot 

cavity, [國分泰雄, “光波工学(共立出版株式会社, 1999)”] 
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 (2.6)式の電力反射率 R をパラメータとして k0nL に対して描くと，Fig. 2.2 のようにな

る．このスペクトル特性は k0nL = π を周期とする周期特性となり，この 1 周期内の波 長
領域を，自由スペクトル領域(Free Spectrum Range，略して FSR)と呼ぶ．本実験ではテ

ーパファイバを用いて共振器に光を入射させ，テーパファイバの電力透過率を測定した

ので，実験で得られるスペクトルは Fig. 2.2 を上下反転させた形になる． 

Fig. 2.1 の横軸は k0 = 
2πν
c  の関係より，周波数に比例した量である．したがって，透

過率特性の周期も周波数に関して等間隔になるが，波長に関しては等間隔ではない．透

過率特性の最大値を与えるピーク周波数 ν0，あるいはピーク波長 λ0は 
 

 
ν0 = 

Nc
2nL    (N は整数) (2.7) 

 
λ0 = 

2nL
N     (N は整数) (2.8) 

 

と表される．このピーク周波数においては，2 つの半透明鏡の間で反射を繰り返す光は

出射端で強め合う干渉を起こしており，共振器内に定在波ができている．その定在波の

個数は N 個であり，N を共振次数と呼ぶ． 
 リング型共振器の場合は，共振器長 2L を 2πr (r はリング型共振器の半径)と置いて， 
 
 

ν0 = 
Nc

2nπr    (N は整数) (2.9) 

 
λ0 = 

2nπr
N     (N は整数) (2.10) 

 
と表せる．共振波長が共振器半径に依存するということが本研究のポイントである． 
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Fig. 2.2: The transmissivity wavelength characteristic of a resonator, [國分泰雄, “光波工学”(共立出版株式会社, 

1999)] 

 

 ファブリーぺロー共振器では出射光が共振器内を往復する非常に多くの反射光成分

の干渉によって構成されるので，それぞれの反射光成分の位相が少し異なっただけで干

渉が弱め合う方向に強く働くため，ピーク波長からずれた波長では急激に透過率が低下

する．Fig. 2.2 のような急峻なスペクトル特性において，透過率が最大透過率の半分に

なる 2 つの周波数の間隔(あるいは波長幅)を半値全幅(Full Width at Half Maximum を略

して FWHM)帯域幅と呼ぶ．また，半値全幅幅帯域 δνFWHMと FSR の比 
 
 

F = 
FSR

 δνFWHM
  = 

c
2nL

c
πnL - sin-11 - R

2 R

 ≊ 
π R 
1-R   (2.11) 

 

をフィネスと呼ぶ．最後の近似は，R が 1.0 に近い場合の近似である．反射率が 1.0 に

近いほどフィネスが大きく，またスペクトルは急峻になる． 
 FSR とは共振ピーク間の波長間隔(あるいは周波数間隔)だが，この共振次数 N が 1 だ
け異なる 2 つのピーク波長の間隔 Δλ は，(2.8)式を N についての式に変形して，その式

を λ0について微分してから dN = 1 と置くことによって次のように求められる．neffは実

効屈折率と呼ばれる屈折率の波長依存性を含んだ量である． 
 
 

FSR =Δλ = - 
λ0

2

2neffL  (2.12) 
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neff = n 





1 - 

λ0
n  

dn
dλ |λ = λ0   (2.13) 

 

 

2. 2 光の結合 
 微小光共振器に光を入射するには，テーパファイバからしみ出すエバネッセント光を

利用する．エバネッセント光を入射させるには，テーパファイバと共振器の間の距離を

数百 nm まで接近させる必要がある．また，テーパファイバと共振器の間の距離は結合

の深さにおいても重要な定数であることを示していく． 
 
 

2. 2. 1 光導波路間の結合 
 まず，共振器とテーパファイバ間の結合の原理を理解するため，ここでは近接平行光

導波路間の光結合について説明する [4]． 
 2 本のほぼ等しいコア(基本モードの等価屈折率がほぼ等しいコア)を波長と同程度の

距離までに近づけると，結合(一方の導波路の光電力が徐々に他方に移動し，そしてま

た元の導波路に徐々に戻るといった光電力のやりとり)が起こる， 
 この近接平行導波路間の光結合特性は，Fig. 2.3 に示すように基本モードに偶モード

と奇モードと呼ばれるほぼ等しい伝搬定数をもつモードが存在し，電界分布が偶モード

では 2 つのコアに同位相で山をもつのに対して奇モードでは逆位相で山をもつ．したが

って，こられの位相関係によって重ね合わせた界分布の光電力が，どちらか一方のコア

に局在化する場合もある．そして，これら偶モードと奇モードのわずかな伝搬定数差に

よって，その位相差は伝搬軸方向に変化するので，光電力も Fig. 2.3 に示すように 2 つ
のコア間で伝搬軸方向に交互に周期的に変動する．  
 この 2 つのコアの間隔がそれほど近接していない場合(弱結合近似)では，結合モード

理論によってそれぞれのコアが独立に存在する場合の基本モードの伝搬定数から光電

力の周期的な変動を記述できる． 
2 つのコアを伝搬するモードの電界振幅をそれぞれ A(z)と B(z)，伝搬定数 β(1)と β(2)と

定義する．もし 2 つのコアが独立に存在すれば，電界振幅は AE(1)(x, y)あるいは BE(2)(x, 
y) (E(1)(x, y)及び E(2)(x, y)は ej(ωt – βz)の依存性を含まない界分布)のように表され，コア内

の光電力は一定になる．ところが，2 つのコア間に結合が起こると，これらの電界振幅

の変化は次式で表される． 
 
 

A(z) = 










cos ψωz + j

Δβ
ψω

 sin ψωz A(0) - j
K12

ψω
sin ψωzB(0)  e-jβaz (2.14) 
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B(z) = 





- j

K21

ψω
sin ψωzA(0) + 





cos ψωz - j

Δβ
ψω

 sin ψωz B(0)  e-jβaz (2.15) 

 
ただし 
 
 

βa = 
β(1) + β(2)

2  (2.16) 

 

は 2 つのモードの平均伝搬定数 
 
 

Δβ = 
β(1) - β(2)

2  (2.17) 

 
は 2 つのモードの伝搬定数差に対応し，ψωはビート波数と呼ばれて，同方向の場合(結
合する前の導波モードが同じ z の正方向に伝搬する場合)には次式で与えられる． 
 
 

ψω = 




β(1) - β(2)

2
2 + |K12|2 (2.18) 

 
また，K12はコア 1 からコア 2 への結合係数，K21はその逆の結合定数で，全光電力の

保存条件より同方向結合の場合には， 
 
 K12 = K21

* (2.19) 
 
の関係がある． 
 この結合係数は，Fig. 2.4 に示すように 2 つのコアが等しい非対称 3 層平板導波路の

場合には，次式で表される． 
 
 

K12 = 
κ0

2

β0
 

1
γ3a 

exp ( - γ3d)

1+ 




κ0

γ3

2
 (2.20) 

 
ただし，β0はコアが単独で存在する場合のモードの伝搬定数(クラッドは非対称)で κ0は 
 
 κ0 = κ0

2n1
2 - β0

2 (2.21) 
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により定義される横方向伝搬定数，また γ3はコアと中間クラッド層の屈折率を用いて 
 
 γ3 = β0

2 + κ0
2n3

2  (2.22) 
 
と表される．一般には導波路構造が平板導波路だけではなく、矩形断面なでのもっと複

雑な構造をしている場合が多いので，結合係数は数値計算によって求める必要がある． 
 A(z)と B(z)はモードの電界振幅であるから，|A(z)|2と|B(z)|2はそれぞれのモードの電力

(すなわちそれぞれのコアを伝搬する光電力)に比例する．その比例定数は偏波や界分布

などに依存するのでここでは省略して，コア 1 にのみ規格化電力 P0が入射した場合を

考える．この場合の初期条件は 
 
 |A(z)|2 = P0 (2.23) 
 |B(z)|2 = 0 (2.24) 
 
となるので，これらを(2.14)式と(2.15)式へ代入すると，それぞれのコアを伝搬する光電

力の変化は次式のようになる． 
 
 P1(z) = |A(z)|2 = P0 (1 – Fsin2 ψωz) (2.25) 
 P2(z) = |B(z)|2 = P0 Fsin2 ψωz (2.26) 
 
ただし，F は 
 
 

F = 
1

1 + 




β(1) - β(2)

2|K12|
2
 ≤ 1 (2.27) 

 

上式より，もし 2 つのコアを伝搬するモードの伝搬定数が等しければ，(β(1) = β(2))，光電

力はコア 1 からコア 2 へ完全に移行し，また逆に戻る変化を周期的に繰り返す．この場

合を完全結合と呼ぶまた，クリティカルカップリングからずれた場合には，光電力は一

方から他方に完全には移行しない．ここで，光電力の移行に要する距離 Lb を結合長と

呼び，(2.26)式より 
 
 

Lb = 
π

2ψω
 (2.28) 

 
となる．
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Fig. 2.3: Coupling between two optical waveguides, 

[國分泰雄, “光波工学(共立出版株式会社, 1999)”] 

 

Fig. 2.4: Two natural modes which degenerated in  the 

coupling between two optical waveguides, [國分泰雄, 

“光波工学(共立出版株式会社, 1999)”] 

2. 2. 2 光共振器―テーパ間の結合 
 前小節では平行平板導波路での光の結合を示した．この小節では，共振器—テーパフ

ァイバ間の距離が透過率に大きく影響することを示す．  
 Fig. 2.5 に示すのは，実験で共振器間の距離による K の変化を観察したものである 
[17]．直径 2 μm のテーパファイバを用い，直径 65 μm のシリカ系の共振器で Q 値が 108

以上のものを使って結合係数の最大値を観察したものである．挿入図は透過率と距離の

関係図である．これより距離によって透過率が大きく変化することがわかる．共振器-
テーパ間の結合では距離が大変重要な定数であり，共振器にテーパファイバで光を入射

するには透過率がテーパファイバの透過率が最小になる位置に設置する必要がある． 
  

 
Fig. 2.5:(color online): Coupling parameter K vs taper-sphere separation for a 65 μm diameter microsphere. The data 

show a linear relation between ln K and x, with a least squares fit (solid line). Ideality inferred at contact is greater 
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than 99:99%. The dotted line marks the critical coupling point (K = 1 at x = 0.91 μm). The inset shows transmission 

vs position data.[S. Spillane, T. Kippenberg, O. Painter, and K. Vahala, “Ideality in a fiber-taper-coupled 

microresonator system for application to cavity quantum electrodynamics,” Phys. Rev. Lett. 91, 043902 (2003)] 

 

 

2. 3 シリカトロイド微小光共振器 
 この節では，本実験で扱うシリカトロイド微小光共振器の作製法と，ポストプロセス

による波長チューニングの原理について説明していく． 
 
 

2. 3. 1 作製原理 
この節ではシリカトロイド微小光共振器の作製法行程について説明する [12]．まず

Si 基板上に SiO2 熱酸化膜を成長させる．レジストを塗布し，マスク，露光をおこなう

ことで円形 SiO2 パターニングを作製する．レジストを剥離した後，XeF2 ガスを用いた

犠牲層ドライエッチングによって Si をえぐるようにエッチングし，その後 CO2レーザ

によるレーザリフローを施す．レーザリフローすると SiO2 の外縁部のみが溶け，滑ら

かな円環になる．SiO2の外縁部のみが溶けるのは，Si と SiO2の熱吸収係数と熱伝導性

の違いのためである． 
CO2レーザの波長帯域(10.6 μmでのSiO2の熱吸収係数は高く，SiO2部分は高温になる．

それに対し Si は 1600 nm 付近の熱吸収係数が低く，また熱伝導性が高いため，温度が

上がらず，リフロープロセスをしても物理的な変化は生じない．その結果 SiO2 の中心

部の熱は Si の方に逃げてしまい，外縁部のみが高温となって溶解される．この過程で

ディスクの直径は小さくなる．しかし同じパワーを長時間照射しても，熱平衡状態に達

すると形状はそれ以上変化しなくなる．このプロセスでは表面張力によって表面が形成

されるので，表面が非常に滑らかになり表面における光の散乱損失が劇的に低減する． 
 

 
Fig. 2.6: Schematic configuration of reflow process. Before (left) after (right). 
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2. 3. 2 損失要因と Q値 
この節ではシリカトロイド微小光共振器の Q 値を低下させる損失について述べる 

[18]．共振器における損失はさまざまな要因によって生じるが，その損失はそれぞれの

減衰係数 αiに寄与し，それに対応する Qi値は次のように表す． 
 

 
Qi=

2πn
αiλ  (2.29) 

 

シリカトロイド微小光微小光共振器における総 Q 値は，さまざまな損失を用いて次

のように表される． 
 

 Qtot
-1 = Qmat

-1+ Qss
-1+Qcont

-1+Qwater
-1+Qext

-1 (2.30) 
 
総 Q 値は材料によって決まる固有の吸収損失(Qmat)，表面粗さによる損失(Qss)，表面の

汚れによる損失(Qcont)，表面に吸着した水分子による損失 Qwater，テーパファイバとの結

合で生じる損失(Qext)などを含む様々な要因に寄与する． 

Qmat
-1は材料によって決まる固有の損失である．SiO2の吸収損失は1550 nm付近の波長

では最小(α = 0.2 dB長で)となるので，シリカトロイド共振器においてQmat
-1はほとんど

無視して考えることができる． 
次に，Qss

-1は表面粗さによる損失である．ただし，シリカトロイド微小光共振器の表

面は表面張力によって滑らかであるので，この損失は非常に小さい． 
Qext

-1は結合損失であるが，これは外部との結合による光の漏れを表す．前節で述べた

ように，共振器とテーパの間の距離で結合定数が変化し，Qext
-1も変化する． 

 Qcont
-1 表面の汚れによる損失である．例として空気中の埃やレーザリフローの際に飛

び散る Si 粒子や作製途中に残ったフォトレジストなどである．これらの汚れはクリー

ン作製技術や適切なウェハ処理，窒素パージした空間で保管することで減らしたり除去

したりすることができる． 
Qwater

-1表面は表面の水分子が吸着することによる損失である．リフローされ表面は高

温度となるが，表面に残った OH 基のイオンは共振器の損失の原因となる．また，空気

中に水分子の粒子があれば H2O の層となって表面に吸着する．一般的な空気は 30 %の

湿度を持つので，空気中での共振器の水の吸着は避けられない． 1550 nm での水の減

衰係数は αwater = 2.2×103 m-1であるので，水分子の吸着により Q 値は低くなる． 
 また，水分子の影響で長波長側へシフトする可能性も示唆される [15]．この実験で

はフォトニック結晶にレーザ照射して波長チューニングを行っている．この実験におい

てリフロー後レーザを切ると，共振器の温度は素早く室温に戻る．するとレーザが切ら

れたあと 1~2 分の間，小さい規模の共振器の共振波長の長波長側へのシフトが見られる．
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長波長へのシフトの割合は初め急速で時間が経つと減少していき，長い時間をかけて安

定した値へと達する．表面の化学反応の効果を Fig. 2. 7 に示す．共振器を熱すると，共

振器には脱水による一時的な短波長へのシフトが発生する．共振器が冷えた後で，共振

器上でゆるやかに水分子と再水和するのでゆっくりとした長波長側へのシフトが起こ

る． 
水素化物グループ(SiOH)によって終端された SiO2 は親水性ですぐに水分子を吸収す

る．170 ℃以上の温度で水分子と結びついていた水素は脱着される． 
 

 

Fig. 2. 7: Transitory surface chemistry effects. (a)Water molecules absorb onto the oxide surface at room 

temperature and desorb from the oxide surface at elevated temperatures. [C. Chen, J. Zheng, T. Gu, J. McMillan, M. 

Tu, G. Lo, D. Kwong, and C. Wong, “Selective tuning of high-Q silicon photonic crystal nanocavities via 

laser-assisted local oxidation,” Opt. Express, 19, 12481 (2011)] 

 
Fig. 2.8 に示すのは，実験的にシリカ系共振器の水分子の付着による波長シフトを観

察した結果である [19]．この実験では，20 分経過してから再びレーザ照射して水分子

を脱着し，水分子の吸着が可逆性であることも示している．波長シフト量から，水分子

の吸着量を次の式で求めることができる． 
  

 
δ = 

Δν
ν  

n2
ads-1

 n2
sil-1 

D
2  [nm] (2.31) 

 
ここで δは吸着した水分子の層の厚さ，Δνは周波数シフトで，nsilは SiO2の屈折率 1.46，
nadsは吸収した層の屈折率 1.33 で D は共振器サイズである． 
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Fig. 2.8(a), (b) Effect of adsorption of atmospheric water on the damping time and (c) frequency of a WG mode in a 

750-mm microsphere. (b) Illustrates the effect of 30-sbakeout at 400 ±C. [19]. [M. L. Gorodetsky, A. A. Savchenkov, 

and V. S. Ilchenko, “Ultimate Q of optical microsphere resonators”, Opt. Lett. 21, 453-455 (1996)] 

 

 

2. 3. 3 レーザリフローによる波長チューニング 
2.1 でも述べたように，リング型共振器の共振波長は屈折率と共振器サイズで定義さ

れる．本実験では共振器のサイズを変化させることで波長チューニングを行う． 
リフローによる SiO2 の溶解は，SiO2 が熱平衡状態に達するとそれ以上形状は変化し

なくなる．なので，同じパワーで再照射しても形状は変化しない．それに対し，リフロ

ーパワーよりも高いパワーで再照射すると，その温度の熱平衡状態に達するまで収縮す

るはずである．レーザリフローのあとに，レーザを追加照射して形状を変化させ，波長

チューニングを行っていく． 
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Fig. 2. 9: Schematic tuning of SiO2 toroid microcavities via Additional laser irradiation. Before (left) after (right) 
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第3章 実験装置 
 この章では，本実験に用いた実験装置について説明する．まず，シリカトロイド微小

光共振器を作製するためのリフロープロセスの実験セットアップについて述べる．次に

作製した共振器を測定するためのテーパファイバ作製装置と調芯装置について説明す

る． 
 

3. 1 リフロープロセスの実験セットアップ 
 リフロープロセスの実験セットアップを Fig. 3.1 に示す．まず，実験系の全体的な説

明をする．CO2レーザから出射した光は可変アッテネータを通過後，Au コートされた

Si ミラーによって一度上に持ち上げられた後，下方向へ落とされ ZnSe 球面レンズに入

射される．そして ZnSe レンズによって絞られたレーザ光が XYZ 自動ステージ上のチ

ップに作製されたディスク状構造にリフロープロセスを施す．また，レーザのスポット

とディスク状の構造の位置合わせのための観察系も組み込まれており，Fig. 3.1 に示す

ようにビームスプリッタによって分離された可視光が CCD カメラへと入射する． 
 

 
Fig. 3.1: Experimental set-up of the reflow process 

 

 

3. 1. 1 従来のリフロー系の問題点 
 Fig. 3.2に示すのは，従来のリフロー系で作製したシリカトロイド微小光共振器のSEM
写真である． レーザ照射パワーは8 W(スポットサイズから求められるパワー密度は 
42.5 GW/m2) で，照射時間は0.75 msである．(ビームスポットサイズについては次章で
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述べる．) 
この画像を見ると，リフロー後の形状が楕円状になっているのが分かる．Q 値は105

程度しかなく，Q 値を上げるためにもこの歪みを改善することが必要であった．歪みの

原因はディスクのサイズに対してビームのスポットサイズが小さく，レンズで絞られた

ビームスポット形状が楕円であることが原因だと考えられる．従来使っていたZnSe非球

面レンズの焦点距離は38.1 mmで，計算から求めた焦点距離でのビームのスポットサイ

ズは45.5 μmであった．ディスクに一様にビームが照射されるようにリフロー系の改造

を行った． 
 

 
Fig. 3.2: A toroid microcavity (before reconstruction) 

 
 

3. 1. 2 リフロー系の改造 
 ビームスポットサイズを大きくするために，リフロー系のレンズを変えた．従来使用

していた ZnSe 非球面レンズは 10.6 μm 帯の光に対して焦点距離が 38.1 mm でビームス

ポットサイズは 45.5 μm であった．そこで，10.6 μm 帯の光に対して焦点距離が 200 mm
の ZnSe 平凸レンズに変えることで焦点距離でのビームスポットサイズを 267 μm にし

た．概略図を Fig. 3.3 に示す．この系では他の焦点距離のレンズも使用するために簡

単に着脱可能となっている． 
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Fig. 3.3: Exchange of a lens 

 

 

3. 1. 3 カメラ観察系の改造 
改造前の系ではZnSe非球面レンズはカメラ観察系の対物レンズも兼ねていた．焦点距

離は，10.6 μm帯の光に対して焦点距離38.1 mm, 780 nm帯の光に対しては焦点距離

34.8 mmであるため，カメラで確認する際には自動ステージによってチップの高さを上

げ，リフローを施す際にはチップの高さを下げる必要があった．さらに，780 nm帯の光

の透過率が低かったために画像が見にくかった．そこで，チップ上の反射光をビームス

プリッタ(光学特性は，10.6 μm帯の光に対して透過率98 % ,780 nm帯の光に対しては

反射率90 %)によって分離し，焦点距離75 mmの可視光用の対物レンズと焦点距離

400 mmの結像レンズを通り浜松ホトニクス社製のCCDカメラに像を結ぶようにし

た．対物レンズの位置は手動で動かすことができるので，ステージの高さがリフロ

ープロセスを施す高さのときに，カメラ観察系も焦点距離の高さになるように調節

できる．CO2レーザを照射する際は反射光がカメラに入射してくる危険性があるた

め，アイリスを閉じることによって対応している．改造前後のカメラ観察系の画像

をFig. 3.4に示す． 
 また，ライトも交換した．従来の系ではリング型の照明を使用して，チップの真上か

ら照らしていた．レンズの交換をすると，リング型照明を配置するスペースがなかった

ため，照明の位置変えた．カメラ観察系の対物レンズと結像レンズの間にペリクルビー

ムスプリッタを配置し，そこからガイドラインで照らすようにした．



30 
 

Fig. 3.4: (left)The image captured by CCD befoer reconstruction, (right) after reconstruction 

 

 

3. 1. 4 可変アッテネータ 
リフロー系の他の装置について説明する．まずFig. 3.5にCO2レーザ及び可変アッテネ

ータの実際の画像を示す．まずCO2レーザであるが，これはCoherent社製で70 Wの最大

出力を持っている．CO2レーザ光の波長は10.6 μmと可視域外であるため目視することは

できないが，光路が一致するように調整済みのアライメント用レーザ(780 nm帯) が取

り付けられているため，アライメント用レーザの光を用いて光路を確認することができ

る．アライメント用レーザで光路を確認する際はシャッタでCO2レーザが遮断されるよ

うになっており，逆にCO2レーザが出射する時にはアライメント用レーザはOFFになる．

CO2レーザは外部信号により変調をかけることが可能で，ファンクションジェネレー

タを接続することによって任意の時間幅のパルスを出力することができる． 
次に，可変アッテネータはUmicore社製であり，通過するレーザ光の強度を弱める作

用を持つ．このアッテネータには入射するレーザに対してブリュースター角に設定され

た2枚のZnSeウィンドウが組み込まれており，その角度を変えることによって，透過率

を調整することができるという機構になっている．また，水冷系によって常時冷却され

ているため，長時間の連続使用にも耐えうる．本実験系ではこの可変アッテネータを2 
個接続して使用しているため，より広範囲に出力パワーを調整することが可能である． 
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Fig. 3.5: CO2 Laser and tunable attenuators 

 

 

3. 1. 5 レーザ光路 
 光路について説明する．Fig. 3.6 にレーザの光路の画像を示す．CO2レーザから出射し

たビームは，ZnSe レンズによって絞られる．ZnSe ビームスプリッタはケース内部に位置

し，上部から入ってくる CO2レーザ光を透過させると共に，チップ上において反射光を CCD

カメラへ反射させるという役割を担っている． 

 

 
Fig. 3.6(left): Optical path and imaging system 

 

 

3. 1. 6 XYZ自動ステージ 
Fig. 3.7にケース内部の画像を示した．このアルミ製のケースには，CO2のチップによ

る散乱光が外部に漏れるのを防ぐという安全上の意味と，将来的には窒素パージ中

にてリフローを行うという実験上の意味がある． 
XYZ自動ステージはZ軸が10 nm，XY軸が100 nm の精度で位置合わせの可能な

ステージである．リフロープロセスでは100 μm程度の構造にレーザの位置を正確に
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一致させることが求められるので，手動のステージでは精度が不足していると考え

られたため自動ステージを採用した．また後述するが，ステージとレンズ間の距離

はチップ上における光強度[W/m2]の再現性に強く影響を与えるため，自動ステージ

により正確にコントロールする必要がある． 
 

 

Fig. 3.7: XYZ automatic stage 

 

 

3. 2  テーパファイバ作製装置 
テーパ光ファイバ作製装置の写真をFig. 3.8に示す．この装置は，ステージの上に固

定された光ファイバをLP ガスバーナーでファイバを加熱しながらステージを動かす

ことによって左右に引っ張ることにより，テーパ光ファイバを作製する．LPガスバ

ーナーに利用するLPガス及びO2ガスは，マスフローコントローラによって制御して

いる．ファイバの延伸条件は電子的に設定することが可能であり，任意の延伸速度，

延伸時間，酸素とガスの比率等を自由に設定できる．さらに光ファイバの両端に

λ = 1548 nm のレーザ及びパワーメータを接続し透過率を測定することによって，

延伸中のおおまかなテーパ直径をモニタすることが可能である．  
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Fig. 3.8: Equipment for fabricating optical tapered fiber 

 

 

3. 3 調芯装置 
 調芯装置は，テーパと微小光共振器を任意の距離に近づけるための装置である．

テーパの出力パワーを常にモニタしており，出力パワーの変動から共振器の共振の

状態を測定することができる．調芯装置は大まかにサンプルステージ，テーパホル

ダー，可視光カメラ，赤外光カメラと分けられる．調芯装置の写真をFig. 3.9に示す． 
 サンプルステージには精度10 nmで制御できるXYZ自動ステージと手動の回転ス

テージが取り付けられている．XYZ自動ステージはテーパと共振器間の距離を精密

に制御するのに用いられる．これはエバネッセント光が漏れ出す範囲はテーパファ

イバの表面から数百nm程度しかないため，手動でその範囲まで位置合わせすること

が実質的に不可能なためである．回転ステージはテーパの傾きを補正するために用

いられる．  
 テーパホルダーはアルミ製のテーパを保持する台である，台ごと着脱可能なので，

テーパファイバ作製装置から調心装置へテーパファイバの移動の際にテーパが切

れるのを防ぐ効果がある．また台はステージ上で常に同じ位置に設置されるので，

テーパファイバの位置の再現性が高まり，カメラの位置合わせの手間が省ける．テ

ーパが固定されるステージには傾斜ステージと回転ステージとz方向への手動のマ

イクロステージが取り付けてあり，テーパファイバの傾きの微調整が可能である．

共振器の高さは10 μmから20 μmしかないので，少しでもテーパが傾いていると共振

器が乗っているチップの基板に接触してしまい，精密な測定を行うことができなく

なる． 
チップ上方には赤外線カメラが取り付けられており，テーパと共振器の水平方向

の位置関係を観察することはもちろんのこと，λ = 1550 nm の光の漏れ出しを確認

することが可能である．加えて横方向には可視光用のカメラが取り付けられており，

LP Gas burner 

 

 

Stage 

 

Taper holder 
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テーパと共振器の垂直方向の位置関係を観察することができる．微小光共振器の大

きさは 10 μm ∼ 500 μm 程度であるため，10～20 倍程度の倍率を持つレンズを使用

している．実際に赤外線カメラと可視光用カメラで見える画像を Fig. 3.10 に示す． 

 

 

 

Fig. 3.9: Measurement system 

 

 

  
 

Fig. 3.10: (left) The image captured by Infrared camera, (right) by CCD camera 

 

 

3. 4 まとめ 
 この章では本研究に必要不可欠な実験装置であるリフロー系，テーパファイバ作製装

置，調心装置について説明した．次の章ではこれらの装置の使用手順を述べ，実際に作

製・測定した結果について説明していく．  

 

 

XYZ Stage 

 

 

 

 

Taper stage 

Taper fiber 

 

 

Infrared camera 

 

Camera for visible 

light 
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第4章 実験手順 
 

本章では，シリカトロイド微小光共振器の作製手順と測定手順を示し，作製・測定し

て得られた結果について考察していく． 
 

4. 1 シリカトロイド微小光共振器の作製手順 
 本研究では，すでにフォトリソグラフィからエッチングまでの行程を終えて，チップ

上にディスク共振器が載っている状態のものを使用し，リフロープロセスから作製を行

った．この節ではリフロープロセスの手順について説明する． 
 
【1】 CO2レーザのシャッタが閉まっているのを確認した後，CO2レーザの電源を入

れる．アライメント用レーザの光路を塞ぐ位置にパワーメータを設置し，シャッタ

を開け出力光強度を確認する．レーザ付属のコントロールパネルにて出力光強度を

10 W程度まで上げた後，再びシャッタを閉める．出力光強度が安定するまで30 分
ほど放置する． 

【2】 感熱紙を試料台の上に乗せる．試料台にはバキュームによってチップを固定す

る機構があるので，それを利用してしっかり固定する．Zステージを-2.5 mmに調節

する．この高さは感熱紙の表面がCO2レーザの焦点距離になる高さであり，このと

きカメラ観察系の対物レンズの焦点が合うように調節する． 
【3】 アッテネータによってCO2レーザのパワーを落とした後，感熱紙に対して出射

する．アッテネータによってパワーを調整するのは，レーザ発振の安定状態を崩さ

ないようにするためである．また，高いパワーを当てすぎると感熱紙が発火する恐

れがあるので注意する． 
【4】 CO2レーザによるバーンパターンにカメラ観察系のターゲットを合わせる．ず

れがあるようならば，【3】から【4】を繰り返し行う． 
【5】 バーンパターンとターゲットの位置が一致したら，感熱紙を取り外し，ディス

ク構造が作製されているチップを試料台に乗せ，Z軸ステージでチップ表面上のデ

ィスクにカメラ観察系の焦点を合わせる． 
【6】 ディスクの位置とターゲットの位置をXY自動ステージによって合わせる． 
【7】 光路をパワーメータによって遮断した後，シャッタを開いてアッテネータで出

力パワーを調整する．また，レーザ照射時間は，ファンクションジェネレータによ

って生成する電気パルスの時間幅によって調整できる． 
【8】 ファンクションジェネレータによりCO2レーザへ変調信号を1パルスのみ入力

し，リフローを施す． 
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【9】 その後，電子顕微鏡により，トロイド形状が正常に形成されているか観察する．

電子顕微鏡で観察すると共振器の性能が落ちるということが過去の文献によって

報告されているので [15]，測定に用いる共振器は電子顕微鏡でなく光学顕微鏡で概

形を確認する． 
 

4. 2 スポット径とパワー密度 
チップ上のディスク状構造にリフロープロセスを施す際には，レーザの出力パワーよ

りも，チップ上におけるパワー密度[W/m2](= 照射パワー/スポット径) が重要な条件と

なる．照射パワーはパワーメータによって測定が可能だが，光路中にあるミラーやレン

ズでのわずかな損失があるので補正しなければならない．スポット径は計算で理論的に

求めることができる， 
まず，実験系照射パワーについてである．本実験でパワーメータが設置してあるのは

レーザ出射口の直後で，その間に光学素子は何もない．この時点では何も損失がない

100 %のビームパワーが測定できることになる．しかしチップが配置されるのはミラー，

ZnSeレンズ，ビームスプリッタといった複数の光学素子を通過したあとである．実際に

ZnSeレンズ通過後のパワーを測定すると透過率は73 %であった． 
次に，スポット径について説明する．CO2レーザはガウスビームで伝搬し，ガウスビ

ームの電界振幅が中心の値から1/eになる点までの幅をスポット径ω(z)と呼ぶ．まず，レ

ンズに入射する直前のスポット径ω1(z)について考える [4]．使用しているCO2 レーザの

仕様書には，レーザ出射口におけるビーム直径ω0(z)が3.6 ± 0.5 mm，広がり角が< 5 mrad 
と書かれておりレンズ入射時におけるビーム径ω1(z)の理論値を求めることが可能であ

る．レーザ出射口からレンズまでの光路長を1.5 m，レーザ出射口におけるビーム直径

を3.6 mm，広がり角を5 mradと仮定すると，レンズ入射時におけるスポット径ω1(z)は
11.5 mmである． 
 次に，レンズ入射後のスポット径ω(z)を考える．レンズ入射後のスポット径ω(z)は次の

式で与えられる． 
 
 

ω’(z) = 
4λM2f

πω1'(z)3 + 
kω1'(z)3

f2   (4.1) 

 
ここで，ω’はビームの電界振幅が中心の値から1/e2になる点までの値でωとの関係は

ω= 2ω’で与えられる．M2はレーザモードパラメータで，使用しているCO2レーザのカ

タログ値はM2=1.3であった．fは使用するレンズの焦点距離で，本実験ではf =200 mmの
ZnSe平凸レンズを使用している．kはレンズの屈折率機能を示し，ZnSe平凸レンズのk
値は0.0286である．(4.1)式より，レンズ入射後の焦点におけるスポット径ω(z)は267 μm
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と求めることができる． 
 

 

4. 3 シリカトロイド微小光共振器の作製 
まず，Fig. 4.1 に示すのはリフロー前のディスク型共振器である．直径は 98.87 μm，

SiO2膜の厚みは 1.24 μm であった．

 
Fig. 4.1: A disk-shaped structure. 

 
実際にリフローしたシリカトロイド微小光共振器の SEM 画像を Fig. 4.2 に示す．レーザ

照射パワーは 8 W(スポットサイズから求められるパワー密度は 104 MW/m2)で照射時間

は 50 ms でリフローを行った．直径は 90.16 μm，SiO2膜の厚みは 2.63 μm であった． 
 

 

Fig. 4.2: A toroid microcavity，Reflow power:104 MW/m2, Reflow duration: 50 ms. 

 

Fig. 4.1とエラー! 参照元が見つかりません。を比較すると，外縁部が収縮し円環状とな

っていることが確認できる．また，リフロー前の直径98.87 μm に対し，リフロー後直

径が減少していることと，酸化膜の厚みが1.24 μmから増加したことからも収縮が確か
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められる． 
 次に，上記のものよりも小さい直径 25 μm のディスク構造のものをリフローした結果

を Fig. 4.3 に示す．同じ条件(照射パワー8 W，パワー密度 104 MW/m2，照射時間 50 ms)
では外縁部の収縮が生じなかった．パワーを上げて 30 W(パワー密度 391 MW/m2)で
50 ms で照射すると，リフローできたものと，一部分だけが溶解し，完全にリフローで

きないものがあった． 
 この結果より 2 つの疑問が生じた． 
① 低いパワーでリフローできるものと，高いパワーでもリフローできないものがある． 

② ディスクサイズがほぼ等しく，同じリフロー条件でも，リフローできるものとでき

ないものがある． 

 これらの疑問を解明するために，COMSOL シミュレーションを行った．次の節では

COMSOL によるシミュレーション結果について述べる． 
 

 

 

 
Fig. 4.3: A toroid microcavity， Diameter: 25 μm, Reflow power:391 MW/m2, Reflow duration: 50 ms, (left) reflow 

completely, (right) reflow in imperfectly. 

 

 

4. 4 COMSOL シミュレーション 
この節では 3 次元有限要素解析(COMSOL)を用いた，リフローによるディスク表面温

度に関するシミュレーションの結果を示し，ディスクサイズの違いよるリフロー条件の

変化について考察する． 
 
 

4. 4. 1 照射パワー 
ビームの照射は，SiO2膜部分に熱源を与えることによってモデル化した．この節では

熱源[W/m3]（= 照射パワー/体積）の計算式について説明する． 
チップにレーザを照射してもその 100 %が吸収されるわけではなく，実際に SiO2が吸
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収するパワーを求めるには，光路中の光学素子での損失，チップ表面の反射，SiO2の透

過率などを考えなければならない．この概念図を Fig. 4.4 に示す． 
まず，チップ表面の反射について考える．ビームがSiO2に垂直に入射するときの反射

率Rは以下の式から求める [20]． 
 
 

R=
(n0-n1)2

(n0+n1)2  (4.2) 

 

ここでn0は空気の屈折率1.0，n1はSiO2の屈折率1.45である．この式から，SiO2の反射率

は0.034と求められる． 
次に，SiO2の吸収について考える．SiO2は可視光に対してはほぼ透明で吸収を無視で

きるが，紫外線や赤外線はSiO2に吸収される．このように，吸収の程度は光の周波数に

よる．入射前の光の強度をI0，入射後の光の強度をIとし，吸収層の厚さをx mとしたと

き，I = I0e-αxの関係があるが，αを吸収係数という．吸収係数αは透過係数kを用いて次の

ように与えられる． 
 
 

α = 
4πk

λ   (4.3) 

 

k は透過係数で温度依存性があり，SiO2の融点 1650 ℃では k1650 =0.185 である [21]．(4.3)
式から，CO2レーザの波長帯域(10.6 μm)での吸収係数 α は 0.219×106    である．透過

率は，以下の式で表され，特定の波長の入射光が試料を通過する割合である． 

 

 
τ = 

I
I0

 = e-αx (4.4) 

 
透過率は吸光度Aと次の関係にある． 
 
 

A = -ln τ = -ln 




I

I0
 (4.5) 

 
本実験に用いたディスク構造のSiO2膜は1 μmである．(4.4)式と(4.5)式から求めた透過率

τは0.803で，吸光度Aは0.2194である． 
 また，前節で求めたようにビームのスポット径はディスク直径に対して大きい．その
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概念図をFig. 4.5に示す．直径100 μmのトロイドで考えると、ビームスポット

ω(z) = 267 μmのガウスビームの共振器範囲を積分すると23.1 %が照射されることがわ

かる． 
 熱源はディスク直径をD，ディスクの厚さを1.0 μm，前節で求めた補正後の照射パワ

ーP，反射率R，吸光度Aを用いて次のように求めた． 
 
 

熱源= 
4×P×(1-R)×A×トロイドに照射されるビームの割合

 π×D2×1.0 μm  [W/m3] (4.6) 

 

 

 

Fig. 4.4: The laser absorption during laser reflow. 

 

 

 

 

Fig. 4.5: Comparison of diameters of a beam spot and 

disk microcavity

 

4. 4. 2 ディスクサイズによる表面の温度変化 
次に，シミュレーションに用いたシリカトロイド微小光共振器の構造について説明す

る．今回は直径が 100 μm と 25 μm のディスクの 2 つケースを仮定した．直径 25 μm の

ディスクには，高さは 1 μm，半径 12.5 μm のシリカディスクと高さ 5 μm で半径が 7.5 μm
の円柱型のシリコンポストを仮定した．直径 100 μm のディスクには，高さ 1μm で半径

50 μm のシリカディスクと，Si ポスト部分には半径高さ 5 μm で半径が 30 μm の円柱を

用いた．どちらも Si ポストの直径が SiO2の直径に対して 3/5 になるように設定した．

熱源は 5 W を照射したときの熱源を求め，前項の計算結果を踏まえて 100 μm のディス

クの熱源は 1.61×1013 W/m3とし，25 μm のディスクの熱源は 6.5×1013 W/m3と設定した．

Fig. 4.6 にシミュレーションの結果を示す． 
 
 
 



41 
 

  
Fig. 4.6: Resullts of COMSOL Simulation. (left): Diameter: 100μm, Heat source: 1.61×1013 W/m3, (right): Diameter: 

50μm, Heat source: 1.61×1013 W/m3 

 
Fig. 4.6 より，直径 100 μm のディスクの外縁部の最高温度は 3171 K であった．それ

に対し直径 25 μm のディスクの外縁部の最高温度は 1112 K となった．SiO2の融点は約

2000 K(1650 ℃)であるので，同じ照射パワーでも直径 25 μm のディスクはリフローでき

ないことがわかる．この最高温度の差異は，直径 100 μm のディスクではガウスビーム

の 23.1%がディスク表面に到達するのに対し，直径 25 μm のディスクでは 5.84 %しか到

達しないことに起因する．ビームスポット径に対してディスクがとても小さいためにパ

ワー量が足りないことがわかる．シミュレーション結果より，共振器ごとにリフローに

要するパワーが違うことの一因には，共振器直径の違いによるビームの照射量の違いが

あるということが分かった． 
 
 

4. 4. 3 Si ポストサイズの変化による表面の温度変化 
 次に Si ポストの大きさを変えてシミュレーションを行った．SiO2 部分の直径は

100 μm とし，パワーは 5 W(熱源 1.61×1013 W/m3)を照射させたとする．このときの外縁

部の最高温度の変化を Fig. 4.7 に示す．横軸は Si ポストの直径を示し，縦軸は外縁部の

最高温度を示している． 

 
Fig. 4.7: Relation between diameter of Si post and max temperature 
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Fig. 4.7 より，Si ポストが大きくなるにつれ外縁部の最高到達温度が下がることがわ

かる．これは Si ポストが大きくなると Si 部分へ熱が多く逃げ，外縁部の温度が上がら

ないためだと考えられる．同じディスク直径でもリフローできるものとできないものが

あるのは，Si ポストの大きさの違いのためだと考えられる． 
 
 

4. 4. 4 照射時間 
 次に、熱平衡に達するまでのディスクの温度の時間的な変化について示す．Fig. 4.8
に示すのは，0.1 ms ごとの温度変化である．横軸はディスクの中心からの距離を示し，

縦軸は表面の最高温度を示している． 
 

 
Fig. 4.8: Relation between time and max temperature 

  
Fig. 4.8 を見ると，外縁部は 1.0 ms 付近で平衡状態に達することがわかる．実験では

CO2レーザを 50 ms 照射したので，完全に熱平衡状態にとなっている．そのため，リフ

ローが出来るか否かは照射パワーによってのみ決定されるということが分かる．これに

より，リフローの条件を照射パワーにのみ絞ることができ，結果の解析が容易になる． 
 

 以上のシミュレーション結果から，低いパワーでリフローすることのできる直径

100 m のディスクを使い，照射時間は 50 ms でシリカトロイド微小光共振器を作製し

ていくことにした．次節では作製した共振器の測定について示していく． 
 
 

4. 5 光学測定の実験方法 
 シリカトロイド微小光共振器の光学測定は，テーパファイバを接近させて行う．この
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章では測定手順について説明し，実際に測定したものについて考察していく． 
 

4. 5. 1 測定手順 
【1】 テーパファイバ作製装置でテーパファイバを作製する． 
【2】 作製したテーパファイバをファイバステージにセットし，チップをサンプルス

テージに載せる． 
【3】 チップがテーパファイバの下に位置するように X，Y ステージでサンプルステ

ージを動かす． 
【4】 チップもしくはサンプルステージとファイバが接触する程度に目視で合わせ，

カメラ位置を手動で合わせる．この時，位置が目視で明確である場所をサンプル上

に用意しておくことで，カメラ調整が非常に簡単になる． 

【5】 上・横・ファイバの位置が揃ったら，ファイバをサンプル台から離してサンプ

ルを移動させ，ファイバをサンプルに近づけて光をサンプルに導入する． 

波長可変レーザとパワーメータをコンピュータで制御し，波長を変化させながら逐

次透過率を測定する．最大測定波長範囲は 1500nm <= λ <= 1650nm，最小波長間隔

は 1 pm である． 
 

 

4. 5. 2 ディスク型共振器の光学測定 
まず，リフローする前のディスク型共振器の光学測定の結果を Fig. 4.9 に示す．スペ

クトルの一部を拡大して Q 値を求めたものを Fig. 4.10 に示す． 
 

 
Fig. 4.9 : transmission spectrum of disk cavity 

 

 
Fig. 4.10: Q factor of disk cavity 
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まず，スペクトルより，明らかに共振モードが観察されていることが分かる．スペク

トルの一部を拡大してQ 値を求めたところ，1.2 × 104であった．  
 

 

4. 5. 3 シリカトロイド共振器の光学測定 
 前節で測定したディスクをリフローしてシリカトロイド微小光共振器を作製した．光

学測定したものを Fig. 4.11 に示す．非共振時の透過率が異なるのは違うテーパファイバ

で測定したためで，結合の深さが違うのは，ディスクの方は接触した状態で測定し，ト

ロイドの方は接触しない状態で測定したためである．また，スペクトルの一部を拡大し

て Q 値を求めたものを Fig. 4.12 に示す． 

 
Fig. 4.11: Transmission spectrum of silica toroid 

microcavity. 

 
Fig. 4.12: Q factor of Silica toroid cavity 

 

スペクトルの一部を拡大して Q 値を求めたところ，1.61×105 であった．リフロー前に

比べると，約 100 倍 Q 値が上がった．ディスク共振器は通常の半導体プロセスによっ

て作製されるため表面散乱による損失の影響が大きいため Q 値が低いが，リフロー

プロセスを施すと，表面が滑らかになり，損失が小さくなるからである． 
 

 

4. 5. 4 Q値に関する検討 
 得られた Q 値について検討する． [18]では Q 値 2.1×108と報告されているが，本実験

では Q 値が 106程度のトロイドしか作製できなかった．2 章で述べたように，Q 値が低

い原因として表面の汚れによる損失，表面に吸着した水分子による損失，テーパファイ

バとの結合で生じる損失が挙げられる． 
 まず，表面の汚れによる損失について考える．実験室はクリーン環境ではないため，

空気中の埃が表面に付着していると考えられる．また，レーザリフローを施すパワーが

強すぎると，表面の温度が SiO2 の沸点(約 2600 K)よりも高温になり，SiO2 の粒子が昇

華し表面に飛び散ると考えられる．表面の汚れによる損失を減らすためには，窒素パー
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ジした空間で作製・保管すること，作製表面の温度が沸点を超えないような最適なパワ

ーでリフローすることが挙げられる． 
次に，表面は表面の水分子が吸着することによる損失について考える．測定は，リフ

ロー後 30 分以上経過してから行った．そのため，表面に水分子が吸着してしまい Q 値

が下がっていると考えられる．水分子の影響をなくすには，真空中で作製・測定するこ

とが理想的である．もしくは，リフロー後 1 分以内に測定すれば水分子の吸着による損

失を軽減できると考えられる [15]． 
 最後に，テーパファイバとの結合で生じる損失について考える．テーパファイバとト

ロイドの距離と，テーパファイバの太さ最適な状態でないとクリティカルカップリング

で測定することはできないので，測定する位置の調節に気を付けなければならない． 
 以上のように 3 つの損失が考えられるが，一番大きい原因は表面の汚れだと考える． 
[15]の実験と最大の違いは，真空中で作製・測定したことであるので，空気中の埃が与

える損失が一番大きい影響を与えていると考えられる． 
 

 

4. 6 本章のまとめ 
この章ではシリカトロイド共振器を作製し，測定することができた．実験結果と

COMSOL シミュレーション結果から，本実験には，低いパワーでリフローできる直径

100 μm のディスクを使用することにした．また直径 100 μm のディスクでも，Si ポスト

の大きさでリフロー条件が変わることもわかった． 
 作製したシリカトロイド微小光共振器を光学測定すると，リフロー前の Q 値は

1.2×104だったものが，リフローすると 1.6×106まで上がった． 
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第5章 共振波長チューニング 
  
この章ではシリカトロイド微小光共振器の追加レーザ照射による共振波長チューニ

ングについて述べる．まず，予備実験として追加照射による形状変化を確認した．また，

追加照射による波長シフト以外にも様々な要因で波長シフトが起こるので，測定誤差と

なりえる波長シフトについて観察した．そしてレーザ追加照射を行い，この方法の精度，

最適条件について考察していく． 

 

 

5. 1 予備実験 
 2 章で示したように，シリカトロイド微小光共振器の共振波長は共振器のサイズで変

化する．この節では追加照射により形状変化できることを確認する．また，TO 効果や

水分子の吸着などによる波長シフト量を確認し，形状変化による波長シフトの測定誤差

について考える． 
 

5. 1. 1 追加照射による形状変化 
 ディスクに CO2レーザを照射すると外縁部が高温になり，融点に達すると収縮が始ま

る．この動きは，熱平衡状態に達すると止まるので，同じパワーでレーザを照射し続け

てもそれ以上形状が変化することはない．つまり，より高いパワーを照射すると，その

温度の熱平衡状態に達するまでディスクは収縮するはずである．シリカトロイド微小光

共振器の共振波長は半径に依存するので，この方法で共振波長をシフトできるはずであ

る．この節では，実際に追加照射で形状が変化することを示す． 
 まず，照射パワー6 W(パワー密度 78.2 MW/m2)，照射時間 50 ms で異なる Si ポスト

サイズのディスクを用いて 4 つのシリカトロイド微小光共振器を作製しサイズを測定

した．その後 2 つのトロイドにはリフローパワーと同じ 6 W(パワー密度 78.2 MW/m2)
で 50 ms 追加照射し，残り 2 つのトロイドにはリフローパワーよりも強い 8 W(パワー

密度 104 MW/m2)で 50 ms 追加照射した．Fig. 5.1 は横軸が何番目の照射かを示し，縦軸

は直径を示している．黒い線は 6 W を 2 回照射したもので，赤い線は 6 W のあとに 8 W
照射したものを示している． 
 まず，6 W を 2 回照射したものを見てみると，Si ポストサイズが 48.99 μm のものは 1
回目のリフローでは直径が 66.11 μmであった．2回目の照射後の形状を測定すると 66.04 
μm となりトロイドの直径が-70 nm 小さくなっている．Si ポストサイズが 58.87 μm のも

のは 1 回目のリフローでは直径が 78.06 μm であった．2 回目の照射後の形状を測定する

と 78.24 μm となりトロイドの直径が+180 nm と大きくなっている．これらの変化は電
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子顕微鏡で測定する際の測定誤差範囲だと考えられるので，同じパワーを照射しても形

状が変化しないと言える． 
 次に，追加照射で強いパワーを照射したものを見てみると，Si ポストサイズが

54.21 μm のものは 1 回目のリフローでは直径が 73.20 μm であった．2 回目の照射後の形

状を測定すると 69.85 μm となり-3.35 μm とトロイドの直径が小さくなっていることが

わかる．Si ポストサイズが 61.39 μm のものは 1 回目のリフローでは直径が 81.31 μm で

あった．2 回目の照射後の形状を測定すると 77.14 μm となり-4.17 μm ほど小さくなって

いることがわかる．これにより，リフローパワーよりも強いパワーを照射するとトロイ

ドの直径が小さくなることが示された． 
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Fig. 5.1: Change of the diamiter by additional irradiation, (black line): reflow power 6 W, additional power 6 W, (red 

line): reflow power 6 W, additional power 8 W. 

 

形状が変化するとどの程度波長シフトするかを(1.2)式から求める．1550 nm 付近の波

長で考えた場合，作製直後の直径が 73.20 μm のトロイドの共振波長λ215 = 1551.0 nm は

追加照射をして 69.85 μm となったとすると，λ215 = 1480.0 nm と，短波長へ 71.0 nm シフ

トする．作製直後の直径が 81.31 μm のトロイドの共振波長 λ239 = 1549.8 nm は追加照射

をして直径 77.14 μm となったとすると，λ239 = 1470.3 nm と，短波長へ 79.5 nm シフトす

る．1550 付近の FSR は直径が 73.20 nm のトロイドの FSR は 6.9 nm で，直径 81.31 nm
のトロイドは 6.4 nm である．数十 nm の波長シフトは，同じモードを追うのは難しい． 
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 逆に，0.1 nm 程度の波長シフトに必要な形状変化を求める．作製直後の直径が 73.20 
μmのトロイドの共振波長 λ215 = 1551.0 nmは追加照射をして λ215 = 1550.9 nmになったと

すると，追加照射後の直径が 73.198 3m へと 2 nm の収縮が必要となる． 作製直後の直

径が 81.31 μm のトロイドの共振波長 λ239 = 1549.8 nm は追加照射を λ239 = 1549.7 nm にシ

フトしたとすると，追加照射後の直径は 81.307 μm と 4 nm の収縮が必要である． 
以上のことから，形状が大きく変化すると同じ波長を追うことが困難であり，追加照

射による形状の変化は数 nm 程度が最適であると言える． 
  
 

5. 1. 2 測定誤差の検討 
 共振波長は共振器サイズだけでなく，屈折率にも依存する． 2 章でも述べたように，

表面に水分子が吸着することによっても波長シフトが起こりうるし，温度変化でも屈折

率が変化する．また，テーパと共振器の結合位置を数 nm の精度で制御することは困難

であるため，測定する度に結合の位置がずれることによる変化も考慮に入れなければな

らない．この節では，様々な要因でどの程度波長がシフトするかを実験的に求め，共振

波長シフトの測定誤差について考えていく． 
 

I. 熱光学 (Thermo-Optic: TO)効果による波長シフト 
 TO 効果とは温度変化によって媒質の屈折率が変化する現象である [22]．TO 効果に

よる屈折率の変化量は次の式で表される． 
 
 ΔnTO = n0ζT (5.1) 
 
n0は媒質の屈折率，ζ は TO 係数である．波長シフト量は次式で与えられる． 
 
 

Δλ(T) = 
Δn(t)
 n0

 λ0 (5.2) 

 
 本実験でTO効果による波長シフトがどの程度あるのか調べるために次の実験を行っ

た． 
 
【1】 シリカトロイド微小光共振器を作製した． 
【2】 作製した共振器を測定系に設置し，テーパファイバに接近させ，測定できるこ

とを確認した． 
【3】 ライトとレーザを切り，共振器を十分冷ますために 15 分程度待った． 
【4】 ライトとレーザのスイッチを入れた後すぐに測定し，数分おきに測定を行った．
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このとき，波長シフトを確認しやすくするために，結合の深さが毎回同じくらいに

なるようにテーパと共振器の間の距離を XY ステージで調節した． 
 

 この実験結果を Fig. 5.2 に示す．この実験から 5 分ほどで熱膨張は飽和することがわ

かった．モードが大きく変わるような変化はなかったが，測定開始から飽和するまでに

共振波長は長波長へ 27.8 pm シフトすることがわかる． 
 (5.1)式と(5.2)式から，この 27.8 pm の波長シフトはどの程度の温度変化によるものか

検討する．n0 = 1.45，ζ = 5.2×10-6 K-1 [1]，Δλ(T) = 27.8 pm，λ0 = 1531.1988 nm で計算す

ると，3.48 K の温度変化に対応する.

 

Fig. 5.2: Resonant wavelength shift by TO effect 

 

 

II. 水分子の影響による波長シフト 
 2 章で述べたように，リフロープロセスを施すと表面が高温になり表面の水分子は脱

着する．しかし表面の温度が下がると再水和が起こり水分子を吸着する．水分子が吸着

すると表面の屈折率が変化し，波長シフトが起こる．この節では水分子による共振波長

の変化を示す． 
まず，実験手順を示す． 

 
【1】 シリカトロイド微小光共振器を作製した． 
【2】 作製した共振器をすぐに測定系にセットし，測定した． 
【3】 数分おきに測定し，波長シフトが落ち着くまで続けた．このとき，結合の深さ

が毎回同じくらいになるように XY ステージで調節した． 



50 
 

 
 この実験結果を Fig. 5.3 に示す．グラフの横軸はトロイドを作製してからの経過時間，

縦軸は共振波長を示している．トロイドを作製してから測定系にセットするまでに数分

かかるので，トロイド作製から 4 分後から測定を開始した．この実験から約 30 分ほど

で水分子の吸着は飽和することがわかった．モードが大きく変わるような変化はなかっ

たが，測定開始から飽和するまでに共振波長は長波長へ 7.81 pm シフトすることがわか

る． 

  
Fig. 5.3: Resonant wavelength shift by water molecule 

 
 (2.31)式から吸着した水分子の層を計算する．共振器サイズが直径 80 μm で計算する

と，5.3 nm の水分子の層となっている． 
 
 

III. テーパの位置による波長の変化
2 章でテーパファイバと共振器の結合係数は，共振器‐テーパファイバ間の距離で決

まり，テーパファイバと共振器の位置は，毎回同じ位置にセットすることは困難なので，

位置が変化することでどの程度透過スペクトルが変化するか調べた．手順は，トロイド

とテーパファイバが接触しない点に基準点を定め，高さ方向，テーパファイバ方向，ト

ロイドとテーパファイバ間で位置を変化させた．概略図を Fig. 5.4 に示す．

 

  
Fig. 5.4: The position of a taper fiber and a resonator 
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まず，トロイドとテーパが当たる高さを変化させた．高さは 200 nm ずつずらしたが，

結合の深さが毎回同じくらいになるように X,Y ステージで調節した．このときの結果

を Fig. 5.5 に示す．高さを変えてもモードに大きな変化はなく，共振波長は最大で

2.92 pm ずれることが分かった．

  
Fig. 5.5: Resonant wavelength shift by the position of a taper fiber and a microcavity (height direction)

 

 次にテーパ方向の位置を変化させた．結果を Fig. 5.6 に示す．テーパ方向には 200 μm
ずつずらしたが，結合の深さが毎回同程度になるように X,Y ステージで調節した．位

置を変えてもモードに大きな変化はなく，共振波長は最大で 2.65 pm ずれる． 
 

  

Fig. 5.6: Resonant wavelength shift by the position of a taper fiber and a microcavity (taper direction) 

 

 最後に，テーパと共振器の間の距離を変化させた．結果を Fig. 5.7 に示す．一度接触
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させてからテーパファイバから共振器を離し，高さは変えずに 100 μm ずつ近づけてい

ったところ，テーパファイバからの距離が 500 μm の位置で初めてモードが見られた．

接触するまで長波長へ 4.97 pm シフトした． 

  
Fig. 5.7: Resonant wavelength shift by the position of a taper fiber and a microcavity (distance between tapar fiber 

and microcavity) 

 

 TO 効果，水分子の吸着，結合係数の変化による波長シフトを観察した．一番大きい

波長シフトは TO 効果によるもので，短波長へ約 30 pm シフトする．しかし，前節より

形状変化による波長シフト量の方が大きいことがわかるので，追加照射による波長チュ

ーニングとは判別可能であると考えられる．これらのシフトは測定誤差と考えて波長チ

ューニング実験を行うので，測定誤差は約 30 pm とする．測定誤差を小さくするために，

TO 効果と水分子の吸着が飽和を待ち，測定していく． 
 
 

5. 2 共振波長チューニング 
 前節で追加照射により形状が変化すること，形状変化による波長シフトは TO 効果や

水分子の影響などによる波長シフトよりも大きく波長シフトすることがわかり，この方

法での波長チューニングには可能ということがわかった．この節では追加照射による波

長の変化を見ていく． 
 

5. 2. 1 実験手順 
 追加照射による共振波長チューニングの実験方法を示す． 
 

【1】 シリカトロイド微小光共振器を複数作製し，測定系にセットした． 
【2】 水分子の吸着と，熱光学効果による波長シフトの影響を小さくするために，30
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分程度時間が経ってから測定を開始した．テーパと共振器が結合せず，モードを見

やすい位置で測定し，結合の深さを合わせるようにした． 
【3】 測定を終えたら再びリフロー系に設置し，レーザを照射した．このとき，パワ

ー以外の条件(照射時間，Z ステージ)はリフロー時条件と同じである．また，1 つ

の共振器は reference 用とし，追加照射をしなかった． 
【4】 再び測定する．このとき，前回測定したものと結合の深さが一致するように調

節した． 
【5】 【2】~【3】をパワー変えて繰り返した． 
 

 

5. 2. 2 波長チューニングの結果 
照射パワー4 W(パワー密度 53.2 MW/m2)，照射時間 50 ms でトロイドを作製し，+1 W，

+2 W，… +6 W と追加照射パワーを強めて波長シフトが起きるかを観察した． 
まず，+2 W(パワー密度 26.1 MW/m2)を追加照射したものを Fig. 5.8 に示す．この図を

見ると，共振しやすいモードが変わってしまったため，波長シフトを見ることはできな

かった．スペクトルの一部を拡大して Q 値を測定すると，7.3×105だったものが追加照

射すると Q 値は 1.3×106と高くなった． 

  
Fig. 5.8: wavelength shift by additional irradiation power 2 W. 

 
次に+3 W (パワー密度 39.1 MW/m2)追加照射したときの結果を Fig. 5.9 に示す．短波

長へ 86 pm のシフトが見られた．スペクトルの一部を拡大して Q 値を測定すると，

1.3×106だったものが追加照射後は 1.0×106へと 3×105下がった． 
この波長シフトが形状変化によるものか検討する．この波長シフトが TO 効果による

ものだとすると，必要な温度は 11.54 K である．調芯系付近には 10 K 以上温度が上が

るような熱源はないので，このシフトは形状変化によるものだと言える． 
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Fig. 5.9: wavelength shift by additional irradiation power 3 W. 

 
 

+6 W(パワー密度 78.2 MW/m2)追加照射したときの結果を Fig. 5.10 に示す．これを見

ると大きくモードが変化してしまったように見える．スペクトルの一部を拡大して Q
値を測定すると，6.7×105から 6.2×104とかなり低下した．これは形状が大きく変化して

しまい，同じモードを見ていないためだと考えられる． 

 

  
Fig. 5.10: Wavelength shift by additional irradiation power 6 W. 

 

 Fig. 5.11: に追加照射による Q 値の変化を示す．モードが変化するときに，Q 値が上

がり，追加照射のパワーを上げていくと Q 値が低下している． 
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Fig. 5.11: Relationship Q factor and change of wavelength. 

 

 

5. 2. 3 追実験 

 前節で追加照射実験を行ったところ，照射パワーによって 3 つの特徴が見られた．1
つ目は，低パワーを照射したときのモードが変化，2 つ目はリフローパワーよりやや弱

いパワーを照射したときの短波長シフト，3 つ目はリフローパワーより強いパワーを照

射したときのモード変化である．これらの現象を確認するために追実験を行った． 
 
 

I. モードが変化しない波長シフト 
 Fig. 5.12 に示すのはリフローパワー6 W (パワー密度 65.2 MW/m2)で 50 ms 照射して

作製したトロイドに，+1 W, +2 W,…+5 W と追加照射を重ねていったときの波長シフト

と Q 値の変化である．このとき，+ 5W で短波長へ 110.3 pm のシフトが見られ，Q 値は

上がった．波長シフトは 100 nm 程度である． 
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Fig. 5.12: Wavelength shift (left), Change of a Q factor (right) 

 

 

II. 低パワーでモードが変化 
 Fig. 5.13に示すのはリフローパワー8 W (パワー密度104 MW/m2)で50 ms照射して作

製したトロイドに，+1 W, +2 W,…, +5 W と追加照射を重ねていったときの波長シフトと

Q 値の変化である．このとき，+5W でモードが変化したように見える．また，Q 値も

高くなっていることがわかる．

 

Fig. 5.13: Mode change by low additional power(left), Change of a Q factor (right) 

 

III. リフローパワーより強いパワーでのモード変化 
Fig. 5.14 に示すのはリフローパワー6W (パワー密度 78.2 MW/m2)で 50 ms 照射して

作製したトロイドに，+3 W, +4 W,…+6W と照射した．この時，+4 W で短波長へ 85.3 pm
シフトした．+5 W では波長シフトもモード変化もなかったが，+6W でモードが変化し

た．モードが変化したときに Q 値は 1.1×106だったものが 4.0×105に下がった． 
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Fig. 5.14: Mode change by high additional power(left), Change of a Q factor (right) 

 

 

5. 3 考察 
追加照射で起きた現象について考察する．まず，低パワーでのモード変化について考

察する．Fig. 5.8 の拡大図を 
Fig. 5.15 に示す．これを見ると，一部分には元のモードが残っていることがわかる．

これは，形状が大きく変わってしまったのではなく，表面だけが変化し，高 Q 値のモ

ードが立ったためだと考えられる．リフローするときに，パワーが高すぎて表面の温度

が沸点を超えると表面が荒れる．このトロイドに，低パワーで追加照射し，表面の温度

が融点を超えると，荒れていた表面が滑らかになり，モードが変わると考えられる． 

 
Fig. 5.15: Change of the wavelength by additional irradiation of low power. 
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 次に，リフローパワーよりも弱いパワーで短波長シフトしたことについて考察する．

モードを見ると，変化はなく，Q 値は低下している．これは，表面の一部がわずかに沸

点に達し，微量が昇華してしまったことが考えられる． 
 最後に，強いパワーでの追加照射について考える．予備実験でも考察した通り，形状

が 1 μm 変化すると，モードを追えなくなるほどシフトする．また，Q 値も大きく低下

してしまう． 
短波長が起こるパワーについてについて考察する．Q 値は弱いパワーでの追加照射で

は増加していくことより，最初のリフローでは表面が沸点に達し，荒れていると推測で

きる．高 Q 値のトロイドを作製するためには表面の温度が融点~沸点になることが理想

的である．この温度幅をリフローの最適パワーだと考えると，弱いパワーでのモード変

化は最適パワーで追加照射したことにより，表面が昇華することなく滑らかに溶けて，

Q 値が上がったと考えられる．  
短波長シフトが起こるのは，沸点とリフローパワーの間の範囲だと考えられる．形状

が変化しないで，波長シフトするには表面がわずかに減少するためだと考えられる．Q
値が低下しているのも，表面が昇華して滑らかになった表面が荒れるためだと推測でき

る．シフト量がどのトロイドでも 100pm 程度なのも，変化する量が表面のわずかな昇

華するからだと考えられる． 
リフローパワー以上では形状が変化し，また表面の温度が高くなりすぎて表面が荒れ

てしまうので Q 値も下がるしシフトも負えないので波長制御には適さない． 
このパワーと波長の変化の関係図を示す． 
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Fig. 5.16: Rerationship between power and change of Wavelength. 

 
 

5. 4 まとめ 
 ポストプロセスによる波長シフトに成功した．リフローパワーよりやや低いパワーを

照射することで約 100 pm の短波長へシフトできた．トロイドによって，短波長シフト

する条件が異なること，細かい制御できないことが課題である． 
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第6章 結論 
 

6.1  シリカトロイド微小光共振器の作製 
 リフロー系を改造して，従来よりも高 Q 値である 1.6×106のシリカトロイド微小光共

振器を作製することができた．COMSOL シミュレーションで，我々のリフロー系でリ

フローを行うのに適したディスクサイズは直径 100 μm であることが示され，実験でも

確認された．Si ポストサイズによって，リフローに要するパワーが異なるので，ディス

クによって最適リフローパワーを考えることが必要である．また，本実験で確認された

最高 Q 値は 1.6×106程度だったが，実験的な最高 Q 値は 108と報告されている．Q 値が

106 で制限される要因は，空気中の埃や水分子の吸着が考えられる．窒素パージするな

ど，リフロー系にはまだ改善の余地があると考える． 
 

 

6.2  ポストプロセスによる波長制御 
 追加照射で約 100 pm の短波長シフトに成功した．TO 効果や水分子の吸着，テーパフ

ァイバイバ—共振器間の結合の変化による波長シフトは 30 pm 程度で，追加照射による

波長シフトは判別可能で確認できた． 
リフローパワーよりやや低いパワーを追加照射すると短波長へ 100 pm のシフトが起

きる．これは表面の一部の温度が沸点に達し，SiO2が昇華するためだと考えられる．そ

のため，Q 値は低下する．リフロー条件より強いパワーで照射すると，形状が変化しす

ぎて波長シフトを追うのは困難であるため，リフロー条件よりもやや低いパワーで波長

シフトを行う方が適している．しかし，どれくらいのパワーで波長シフトが起きるのか

が制御できていないので，パワー条件の解明が課題である． 
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