
はじめに 
 

現代の高度情報化社会では，大容量・高速ネットワーク通信の発展により，時と場所

を選ばず世界中の情報にアクセスできるようになり，パーソナルコンピュータやスマー

トフォンは我々人間の生活にとって必要不可欠なものとなっている．ネットワーク通信

の高速・大容量化と，信号処理の高速化が進んでいる一方で，これらの発達に伴い，消

費電力が増大していくことが問題だ．特に，情報機器によるエネルギー消費量増大は顕

著である．我が国において消費電力削減に向けた特別な取り組みが行われなかったと仮

定した場合，IT 機器の年間消費電力は，2025 年には 2010 年時点の約 2 倍である約 1500
億 kWh/年に増大し，2050 年には約 2100 億 kWh/年まで増大すると予測されている [1]． 
エネルギー問題に対し，電子回路に代わる光回路を利用することで消費電力を究極的

に削減しよう，という解決案を我々は提示したいと思う．信号処理を行う電子回路では，

電気抵抗が存在する以上，電気エネルギーが熱エネルギーに変換されてしまうことは免

れず，消費エネルギー削減には限界がある．その点，光は物質との相互作用が極めて小

さい媒質を作ることができる．光ファイバによる高速ネットワーク通信が普及したのは，

ガラスが透明なため，非常に低損失な情報伝送が可能だからだ．電子信号処理に代わる

全光信号処理が可能になれば，理想的には電力を消費しない回路を作ることが可能であ

る．これにより信号処理の究極的な省電力化が実現できるのだ． 
 現在，光は情報伝送に用いられているが，信号処理には用いられていない．これは，

光の高速性と，光物質相互作用の小ささが，情報の伝送には有利である一方，光で信号

処理を行う場合には不利であるからだ．効率的に全光信号処理を行うためには，光を減

速させたり止めたりすることで光物質相互作用を大きくすることが必要となる．この問

題を解決することができるものとして，微小光共振器というデバイスが研究されている．

微小光共振器は，光を小さな空間に長い時間閉じ込めることができるため，そこで光を

制御することが可能となる． 
 最終的に光回路が電子回路にとって代わるためには，現在の電子回路のように小さく

作って集積化が可能であることが必要不可欠だ．集積化可能にするために，現在の LSI
作製プロセスであるの CMOS プロセスによってシリコン基板上に各光デバイスを作製

する方法がある．この方法なら電子デバイスと光デバイスの融合も可能だ．本研究では，

シンガポール科学技術研究庁の研究機関であるマイクロエレクトロニクス研究所(以下

IME)に，CMOS プロセスによって微小光共振器などの光デバイスを搭載したシリコン

チップの作製を依頼し，完成した各光デバイスの性能の評価を行った．本研究が，光回

路の実現に少しでも貢献できればいいと思う． 
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第一章  序論 
 
 

1.1 シリコンフォトニクス 

1.1.1 シリコンフォトニクスとは 
 トランジスタや集積回路，レーザの発明・開発などエレクトロニクスの驚異的な発展

は，シリコンテクノロジーの進歩によるところが大きく，シリコン無しでは今日の高度

情報化社会は実現できなかった．シリコンは，単元素半導体としての優れた物理的性質

によってエレクトロニクスの基幹材料になっているが，実はフォトニクス分野でも長年

研究されてきている．シリコン LSI が一般的となった 1980 年代から研究が始まり，光

回路や光電子融合回路を実現する技術として期待されたのである．しかし劇的な微細化

と高性能化を果たした電子回路に比べて，高性能化が遅れていたシリコンフォトニクス

は注目を浴びることはなかった．しかし 2000 年以降，要素技術が一つ一つ完成してい

き，開発が本格化，各国の大型プロジェクトや産業界の参入が行われた．こうして今で

は国際的に注目を集める「シリコンフォトニクス」分野が確立されたのである． [2,3]  
 

1.1.2 シリコンフォトニックデバイスの代理製造 
 シリコンフォトニクスは 1980 年代に研究が始まった当初 [4]から，電子集積回路（LSI）
の製造インフラの光デバイス開発への活用や，光・電子融合が目指されてきた．その後

さまざまな光デバイスが開発され，2006 年以降，本格的に CMOS 互換プロセスが報告

された．この後に，CMOS 互換プロセスを用いた一般向けの製造代理サービスであるフ

ァウンドリが登場し，世界的に急増しつつある．現在，一般に向けて製造代理サービス

を展開しているファウンドリは三つある．シンガポールの IME(Institute of 
Microelectronics) やフランスの LETI(Laboratorie d’Electronique des Technologies de 
l’Information)，ベルギーの IMEC(Interuniversity Microelectronics Centre)である．本研究で

は他大学の呼びかけによる IME への発注プロジェクトに参画し，シリコンフォトニッ

クデバイスを搭載したチップの作製を依頼した． 
このようなサービスを利用することにメリットは，研究機関の個別プロセスを用いる

のと比較にならないほど大規模で大面積，高再現性で高生産効率であることが可能にな

ることだ．これによって，一つ一つのデバイスの開発にとらわれず，高機能な光集積回

路やその応用を目標にすることができるのである． 
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1.2 光共振器 

1.2.1 光共振器とは 
光共振器とは，全反射やブラッグ反射によって光をある空間内に閉じ込める容器であ

る．例えば，一対の平面鏡を合わせ鏡のように配置すると，共振条件を満たす光ビーム

を定在波として共振器内に閉じ込めることができる容器ができる．共振器に閉じ込めら

れた光ビームの定在波を共振器モードという．このとき，共振条件を満たさない波長の

光では共振器モードが立たない．この合わせ鏡の形をした共振器はファブリー・ペロー

型共振器と呼ばれている．ファブリー・ペロー共振器はシャルル・ファブリーとアルフ

レッド・ペローが 1896 年に発明した．おそらく最も代表的である光共振器の応用例は，

1960 年に発明されたレーザだろう [5]．レーザはファブリー・ペロー型共振器内に利得

媒質を置き，光を何度も利得媒質内を通過させ，増幅を繰り返すことで発振する．光共

振器には他に，リング型共振器というものがある．ファブリー・ペロー共振器が合わせ

鏡の間で光を反射させ続けることで光を閉じ込める機構であるのに対し，リング型共振

器は円形の光導波路で，入射光を共振器内で全反射させ続け，回らせることで閉じ込め

る機構である．ナノ，マイクロオーダーの小さな光共振器を微小光共振器と言う．微小

光共振器の実現する高い光密度を応用する例として，ラベルフリーの高感度センシン

グ [6]や非線形光学効果によるスイッチング [7]，光の輻射圧による Optomechanics [8]，
共振器内の電磁波と原子の関係を研究する Cavity QED [9]などがある． 

 
Fig.1.1 Fabry-Perot cavity(left) and ring cavity(right) （加藤拓巳，“シリカトロイド微小光共振

器の多角形状化の提案とその作製に関する研究”学士論文，慶應義塾大学(2012)） 
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Fig. 1.2 Sensing 

Excitation of an equatorial WGM of a microsphere by evanescent coupling to a guided wave in a 

tapered optical fiber. Resonance positions are detected as dips in the transmitted light T at particular 

laser wavelengths. [6] 

 

 

Fig. 1.3 Optomechanics 

Schematic of the cavity optomechanical interaction of a cavity field (red) and a moveable mirror. [8] 

 

 
Fig. 1.4 Cavity QED 

Shown is a simple schematic of an atom–cavity system depicting the three governing rates (g, kappa, 

italic gamma) in cavity QED, where g approximately chi in Fig. 1. Coherent exchange of excitation 

between the atom and the cavity field proceeds at rate g, as indicated by the dashed arrow for the 

atom and the green arrows for the cavity field. [9] 
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1.2.2  光共振器の性能 
光共振器の性能は，Q 値(Quality Factor)というパラメータによって評価される． 

光共振器の Q 値は 
 

 𝑄𝑄 = 𝜔𝜔0
𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

−𝜕𝜕𝑈𝑈𝜕𝜕𝜕𝜕

 (1.1)  

 
で定義される無次元の値である．𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐は定常状態において共振器内に存在する光のエ

ネルギー，−𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑐𝑐
は共振器を出入りする光のエネルギー，𝜔𝜔0は共振角周波数を指す．  

Q 値は他にも，(1.1)式を変形すると 
 

 
𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −
𝜔𝜔0

𝑄𝑄
 (1.2)  

 
この微分方程式を解くと 
 

 𝑈𝑈 = 𝑈𝑈0 exp �−
𝜔𝜔
𝑄𝑄
𝜕𝜕� (1.3)  

 
共振器内の光のエネルギーが初期値𝑈𝑈0の1/𝑒𝑒になる時間を光子寿命といい，𝜏𝜏𝑝𝑝ℎと表す．

光子寿命𝜏𝜏𝑝𝑝ℎを用いると，(1.3)式から 
 
 𝑄𝑄 = 𝜔𝜔0𝜏𝜏𝑝𝑝ℎ (1.4)  
 
と Q 値を表すことができる．Q 値が高いということは，共振器内に大きなエネルギー

を長い時間閉じ込めることができることを意味する． 
また(1.3)式をフーリエ変換するとローレンツ型のスペクトルが得られることが知られ

ており， 
 
 

𝑄𝑄 =
𝜆𝜆0

𝜆𝜆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
 (1.5)  

 

の関係がある．𝜆𝜆0は共振波長，𝛥𝛥𝜆𝜆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹は共振スペクトルの半値全幅(FWHM:Full width 
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half maximum)である．実際に Q 値を測定するには，光子寿命を測定し(1.4)式から Q 値

を得るリングダウン法と，波長掃引を行うことで透過スペクトルを取得し(1.5)式から Q
値を得る波長掃引法の二つの方法がある． 

このほかにも，モード体積が小さいほど，共振器に閉じ込められる光のエネルギー密

度が大きくなり，光物質相互作用が大きくなるため，モード体積も共振器の性能を表す

重要な指標である．特に光回路への応用を目的とした場合，光共振器自体の大きさが小

さくなることで，小型機器への応用が可能になる．Q 値とモード体積 V はトレードオフ

の関係にあるため， 𝑄𝑄/𝑉𝑉 や，𝑄𝑄2/𝑉𝑉 の値の大きさでも共振器の性能を評価す

る． [10,11]  
 
 

1.2.3  微小光共振器 
本研究では，CMOS プロセスで作製したシリコンフォトニックデバイスによる光回路

での全光信号処理への応用を目的としているため，CMOS 互換プロセス作製可能かつ集

積化可能な微小光共振器を以下に紹介する．これらの微小光共振器は本研究で作成した

チップ上に搭載されている． 
 

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共振器 [12,13]は SOI(Silicon-On-Insulator)基板上に作製され

るリング型共振器である．シリコン基板に電子線リソグラフィを施した後，エッチング

を行うことで作製する．電子線リソグラフィでパターニングする際，光共振器と共導波

路を一緒にパターニングを施し，同じ基板上に作製することができるため，導波路と共

振器の結合が容易であり，集積化への応用という点で有利な光共振器である． 
 

 
Fig.1.5 Scanning electron micrograph showing the top view of a 5-mm-radius ring resonator 
coupled to a waveguide.  [12] 
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シリコンマイクロリング共振器の Q 値は106程度で [14]，この値はシリカトロイド共

振器（シリカトロイド共振器の Q 値は108程度 [15]）と比べると小さい．これはシリコ

ンプロセスで作製されるため表面が荒く，表面における散乱による損失の影響が大きい

ためである．光回路への応用のためには，共振器が小さい方が良いことは先に述べたが，

シリコンマイクロリング共振器の Q 値は共振器のサイズが小さくなるほど小さくなる

ことが課題である． 
 

フォトニック結晶 

フォトニック結晶（Photonic Crystal） [11,16–18]とは，誘電体の屈折率を光の波長ス

ケールで周期的に変化させた人工ナノ構造体である．リング共振器やトロイド共振器は

全反射によって光を閉じ込めるのに対し，フォトニック結晶はブラッグ反射によって光

を閉じ込める．フォトニック結晶もシリコンマイクロリング共振器と同じくシリコン基

板上に製作される．シリコンに光の波長程度のスケールで周期的に空孔をあけることで，

ブラッグ反射を起こす構造ができる．この周期的屈折率構造によって，原子の周期的な

ポテンシャルエネルギーによって電子の禁制帯が形成されるように，フォトニックバン

ドギャップと呼ばれる「光の禁制帯」が生じる．この禁制帯に対応する波長の光はフォ

トニック結晶内に存在することができない．つまり，フォトニック結晶によってある空

間を囲うと，フォトニックバンドギャップに対応する波長の光を空間内に閉じ込めるこ

とができるので，共振器を作ることができる．周期的屈折率構造を一次元方向のみに作

製するか，二次元，三次元に作製するかで，1D フォトニック結晶，2D フォトニック結

晶，3D フォトニック結晶と分類する．フォトニック結晶は設計の自由度が高いため，

導波路や共振器や，それらを組み合わせた複合デバイスなど，様々な微小光デバイスを

設計することができる．フォトニック結晶における主な損失は製造誤差による構造揺ら

ぎや表面粗さであり，この損失によって，今のところのフォトニック結晶の最高 Q 値

は理論値が 910 であるのに比べて，実験値は 610 程度となっている． 
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Fig.1.6 left: Scanning electron microscope image of a 2D photonic crystal fabricated on a 
silicon slab. Hexagonal arrays of air holes were fabricated by using electron beam lithography 
and dry etching. The diameter of the air hole is 200 nm and the lattice constant is 400 nm. The 
silicon slab is about 200 nm thick. [18] 
right: (A) Schematic drawing of one unit of woodpile-structure 3D photonic crystal.   
(B and C) SEM images of the stacked two stripes fabricated in a previous report (12) and here, 
respectively. (D) SEM image of 3D photonic crystal fabricated with advanced processing 
techniques. [17] 
 
 
 

1.3 その他のシリコンフォトニックデバイス 
シリコンフォトニクス分野の研究ではすでに様々なデバイスが開発されており，フォト

ニック結晶共振器やマイクロリング共振器はその中の一つである．本研究でチップ上に

作製したデバイスを，目的別に以下に紹介する． 
 

1.3.1 光導波路 
 光導波路では 2 つのメカニズムが過去に提案され，現在利用されている．最も一般的

に用いられている方法は，Fig. 1.5(a)に示すような，全反射による導波である．もう一

つのメカニズムは，波長スケールの周期屈折率構造によって引き起こされる，ブラッグ

反射での導波だ．Fig.1.5(b)には多層膜で起きるブラッグ反射による光導波路を示した．

また，これらの導波原理を利用した光共振器を直接つなぎ合わせた CROW(Coupled 
Resonator Optical Waveguide)という光導波路も提案されている [19]．(c)はマイクロリン

グ型共振器による CROW の模式図，(d)はフォトニック結晶共振器による CROW の模

式図である．また，これら光導波路の具体的な例を以下に示す． 
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Fig. 1.7 Three types of waveguiding: 
(a) waveguiding achieved through total 
internal ref lection at the interface between a 
dielectric medium with a high refractive 
index n2 and a low refractive index n1.  
(b) Bragg waveguiding achieved by ref 
lection from periodic Bragg stacks. 
(c) CROW, with waveguiding that is due to 
coupling between individual microdisks. R 
is the size of a unit cell, and ez is the 
direction of the periodicity for the coupled 
resonators.  
(d) CROW realized by coupling of the 
individual defect cavities in a 2D photonic 
crystal. R and ez are defined the same as in 
(c). [19] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si 細線導波路 

Si はバンドギャップが波長 1.1 µmにあり，可視光に対しては不透明な材料であるが，

光ファイバ通信に用いられる近赤外波長では透明なため，光導波路として直接用いるこ

とができる．しかし直接接続されていれば基本的な役目を果たす電気配線に対し，光導

波路は表面が滑らかでないと散乱損失が生じで機能しなくなる．実際，純分に低損失な

Si 導波路に要求される形状揺らぎは数 nm（分子数個分）以下である．素材的には 1990
年代に登場した SOI 基盤がこの条件を満たし，加工技術も 2000 年代になりこれに追い

つき，Si による極めて低損失な微小光導波路が実現された． 
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Si 細線導波路（Si-wire WG）は 0.5 µm角以下の微小断面積を持つ Si をコアとし，波

長 1.3 ~1.6 µmを伝搬帯とする．Si 細線導波路の大きな利点は，断面積も曲げ半径も石

英系導波路の 1000 分の一程度と圧倒的に小さいことである．また，コアとクラッドの

大きな比屈折率差のために，半径数 µmの微小なスケールの曲げにおいても十分な低損

失が得られる．更に時間領域有限差分法（FDTD 法）を用いた精密な設計により，損失

0.3 dBm以下の微小な分岐と交差を実現でき，それらを組み合わせることにより，小型

の H トリー型光信号分配回路，マッハツェンダー干渉計，アレー導波路回折格子など

が実現される [20]．例えば，リブ型の Si-wire WG を利用して小型化したアレー導波路

回折格子（AWG）などが提案され，高い性能を持つことが報告されている． [21]  
このように Si 細線導波路には，単なる低損失な光導波路としてだけでなく，従来の

様々なシリカ系素子を劇的に微小化する可能性があり，高密度，高機能な光集積回路の

母体として発展することが期待されている．  
 

  
Fig 1.8 left: Si photonic wire waveguide. (a) Structure. (b) Picture of the cross section. 
right: Infrared image from the top of a coil pattern of the waveguide when propagating the 
light beam. [22] 
 
 

線欠陥型フォトニック結晶導波路 

 フォトニック結晶がフォトニックバンドギャップによって特定の波長帯の侵入を許

さないことは先に述べた．この特性を利用し，フォトニック結晶中に線状の欠陥構造を

作ることで光導波路ができる．これを線欠陥型フォトニック結晶導波路と呼ぶ．フォト

ニック結晶導波路では，導波路部分の下のシリカ層をエッチングによって削除し，シリ

カではなく空気にすることで導波路部分との比屈折率差を大きくして光の面外方向へ

の放射を削減する工夫がされる．この構造をエアブリッジ構造という．設計の際の主な

パラメータは，空孔の直径，線欠陥の幅，空孔間隔である．人工的に作成するフォトニ

ック結晶は GaAs や Si ウェハ上で実現できる．SOI 基板上に作製するフォトニック結晶
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の作製プロセスを Fig. 1.10 に示す． 

 
Fig. 1.9 Scanning electron microscope image of a fabricated air-bridge type silicon photoni 

ccrystal waveguide. [18] 
 
 

 
Fig. 1.10 Manufacturing method of air-bridge photonic crystal 
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1.3.2 光ファイバとの結合 
 前述の光導波路は SOI による材料技術と加工技術の発達によって極めて微小なスケ

ールを実現するに至ったが，それに伴い，光導波路と光ファイバの接続が難しくなるの

ではないかという懸念があった．しかし，下記のスポットサイズコンバータとグレーテ

ィングカップラが発明されたことによりその問題は解決された． 
 

スポットサイズコンバータ 

スポットサイズコンバータ（SSC：Spot Size Converter） [21]はその名の通り，導波路

内を伝搬する光のスポットサイズを変える素子である．本研究において作製したチップ

上の導波路端に搭載されており，SOI 基板上の光導波路（Si-WG）とチップに固定され

ていない光導波路（光ファイバ）の間で光を結合させる役割を持つ．レーザから出た光

は光ファイバ内を伝搬し，ファイバ端に取り付けられたレンズによって集光され，チッ

プ上の SSC を通してシリコン細線導波路へ入射し，光共振器などのチップ上のデバイ

スへ到達する． 
 

 
Fig.1.10 Schematic of the spot-size converter. [23] 
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グレーティングカップラ 

 グレーティングカップラは，導波路面に設けられた周期的屈折率変調により導波路面

に入出射するレーザ光と導波光を結合する素子である．スポットサイズコンバータがチ

ップの側面からファイバからのレーザ光を結合するのに対し，グレーティングカップラ

はチップ面に対して垂直方向にレーザ光を結合させる．グレーティングカップラは光回

路の概念が提唱された頃から主要素子として研究が続けられていたが，近年シリコンフ

ォトニクス分野の台頭とともに再び注目が集まっている．   

 
Fig. 1.11 Schematic outline of the different strategies pursued to realize high efficiency 
fiber-to-chip grating couplers: (a) the standard – moderate efficiency – grating coupler structure 
with the grating lines directly etched in the silicon waveguide layer, (b) the metallic and (c) 
DBR type bottom mirror approach, and (d) the silicon overlay approach [24] 
 

 
Fig. 1.12 Optical photographs of Si N grating coupler. (b) Close-up of (a). Dark black rectangle in 

(a) is a trench in oxide to block stray light from passing directly between gratings. [25] 
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1.4 光の強度，利得，損失の表現 

 光回路に入射する光電力を inP ，光回路から出射した光電力を outP として，その光回路

の利得あるいは損失を， 
 
 

]dB[log10 10 　　　　
in

out

P
P

=α  
(1.6)  

 
で表す．(1.6)式の値が正であれば増幅，負の値であれば減衰を表すが，現象が最初から

元帥と分かっている場合には符号を省いて，損失 3 dB のように表す．このデシベルと

いう単位は光回路（素子）を何段にもつないだ場合に全体の利得や損失を計算する際に

便利である．そこで，この便利さを光電力の絶対値にも適用するために，絶対値も 1 mW
を基準とした dB 値で表示する以下の単位を用いる． 
 
 

]dBm[
]mW[1
]mW[

log10 10 　　　　
　

P
 (1.7)  

この単位を用いれば，入射光の電力が ]dBm[inP で光回路の損失が ]dBm[α の時，出射光

の光電力 ]dBm[outP は 

 ]dBm[]dBm[]dBm[ α+= inout PP  (1.8)  

 
で求めることができる． 
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1.5 研究の目的 
本章で紹介したように，シリコンフォトニクスの分野では近年研究環境の大きな変化

が起きた．これにより研究者が協力し合うことで安価に大規模システムの開発を行うこ

とが可能になった．この環境変化を踏まえ，本研究で行うことは以下の四点である． 
・これらの素子をシリコン基板上に搭載したチップを設計し，IME（シンガポール）

で製造すること． 
・次にチップの測定のため測定系を構築すること． 
・実際に作成されたチップの光共振器の Q 値や損失といった特性を測定すること． 
・それらの値の作製誤差の評価を行うこと 
これらを行うことによって CMOS プロセスによるシリコンフォトニクスデバイスの

製造から，実験による評価という新しい研究の流れを実践する．そして我々の研究室の

先行研究としてある理論検討から，CMOS プロセスで作製したデバイスで論理ゲートを

構築した場合に，その性能と作製誤差から，論理ゲートが正しく動作するのか検討を行

う．この製造委託からデバイスの特性評価までの新たな研究のアプローチは，シリコン

フォトニクス分野において今後主流になる可能性も考えられるから，その意味で本研究

の意義は大きいと言えるだろう． 
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第二章 理論 
 

2.1 光共振器の原理 
 光共振器の基本的な原理 [26]を，一次元ファブリー・ペロー共振器を用いて説明す

る．Fig. 2.1 のようにミラーが互いに平行に並べられていると，二つのミラー間の光波

の反射は相加的に干渉し，弦に起こる定在波のように，定在波パターンを形成する．

この現象はしばしば共振と呼ばれる．共振が起きるのは二つのミラーの距離 L が半波

長の整数倍の時である．これは波数 k が次の条件を満たすときに起こる． 
 

 
,3,2,1, == mmkL 　　π  (2.1)  

 
次の式を用いる． 
 

 
nn

c
k

λ
ππν 22

==  (2.2)  

 
ただし，n は屈折率，λは真空状態での光の波長，ν は周波数である．共振条件は次の

ようになる． 
 

 
n

mL
2
λ

=  (2.3)  

 
ただし，m は整数であり，光の周波数ν に関しては次のように記述できる． 
 

 
nL
cm

2
=ν  (2.4)  

 
共振条件は，空洞中の多重反射が相加的に足しあわされることを示している． 

 
また，ファブリー・ペロー共振器モデルにおける透過スペクトル特性を求める [27]． 
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 
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 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 E  
(2.2) 

 
と表せる． 
 

 

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

1

1 + 
4R

(1-R)2 sin2 (k0nL)E

 (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． 

 (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，FSR(Free Spectrum Range)と呼ぶ．  

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 
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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．  

 

Fig. 2.2: The transmissivity wavelength characteristic of a resonator [27] 
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 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(FWHM：Full Width at Half 
Maximum)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

  ≊ 1-R
π 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．  
 
 

FSR = Δλ =  - 
λ0

2

2neffL  (2.12) 

 
ただし，neffは 
 

         neff =  n 



1 - 

λ0

n  
dn
dλ |λ = λ0      (2.13) 

 
で与えられ，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． 
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2.2 光共振器の Q 値と損失 
光共振器の Q 値は式(1.1) によって定義されることを示したが，この式から分かる

ように Q 値を規定しているのは蓄えられるエネルギーと共振器内外の損失だ．蓄えら

れるエネルギーが大きいほど，損失が少ないほど Q 値は高くなる．共振器での損失は

様々な種類が存在するが，代表的なものは以下の三つである． 
 
1. 共振器材料による吸収損失 
 
2. 共振器の表面粗さによる散乱損失 

 
3. 導波路との接続で生じる結合損失 
 

これらの損失の大きさを定量的に表現する場合，光子寿命が用いられることが多い．

吸収損失による光子寿命ならば absτ ，散乱損失ならば scattτ ，結合損失ならば coupτ  と表

現される．Q 値は式(1.4) のように定義されているので，その損失による光子寿命が長

いほど Q 値が高い(すなわち，その損失の大きさが小さい) ということになる．損失は

これらの各光子寿命の逆数で表現される．すなわち，共振器の全光子寿命 phτ は 

 
 

coupscattabsph ττττ
1111

++=  (2.14) 

 
と表せるため，共振器の全体的な Q 値は，それぞれの損失を用いて， 
 

 1

0
111

−











++=

coupscattabs
totQ

τττ
ω  (2.15) 

 11
int

1111 −−−−−− +=++= coupcoupscattabstot QQQQQQ  (2.16) 

 
と表すことができる． 
次に各損失について説明をする．まず吸収損失であるが，これは吸収係数 α で特徴

づけられる材料固有の損失であり，τabs = 1/αc で表現される．ただし，c は光速である．
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この損失は材料固有の値であるため，使用する波長帯における吸収係数が小さな材料を

選ぶ必要がある．例えば通信波長には 1550 nm 帯が使用されているのは，光ファイバ

を構成する SiO2 の吸収係数がその帯域で最小になるためである． 
次に散乱損失だが，これは光が共振器表面で反射する際に生じる損失である．全反射

によって光を閉じ込める場合，臨界角以下で入射した光については理論的には無損失で

反射するはずだが，実際には，表面に存在するわずかな凹凸での散乱によって損失が生

ずる．  
最後に結合損失だが，これは外部との結合によって生じる損失である．例えば共振器

に導波路を漸近させると，共振器－導波路間でエネルギーのやり取りが生じるが，これ

は共振器からのエネルギーの漏れであるので，結合損失として捉えられる．吸収損失，

散乱損失は材料と構造によって決まるため共振器作製後は調整することはできないが，

この結合損失は導波路をどの程度近づけるか，すなわち，どの程度のエネルギーのやり

取りを行わせるかによって操作可能であるため，特に重要な要素である． 
 
 

2.3 光共振器と導波路の結合モデル 
 まず共振器内のモードを結合モード理論で記述する [28]． 
 
 

sja
t
a

0
2
0

2
0 )(

2
1

d
d κσκ ++−=  (2.17) 

 
a は共振器内のエネルギー，右辺の第 1 項はエネルギーの損失率，第 2 項は導波路によ

る励振を表している． 0κ は結合係数といい，光子寿命を用いて coupτκ /12
0 ≡ と定義され

る．s は導波路内の光のパワーである． 
 導波路の入力強度と出力強度の比である透過率 T は以下の式で与えられる． 
 
 2

00

s
aj

s
tT κ
+=  (2.18) 

 
導波路から共振器と結合する光の周波数がほぼ単一であれば，a は以下のように計算さ

れる． 
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これまでの結果をまとめ， st ≈0 と近似すると 
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が得られる．このパラメータ K は固有損失と結合損失の比であり，共振器と導波路の

結合状態を表している．つまり，K の値が大きくなるということは共振器と導波路の距

離が近くなることを表す． 
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また，式(2.16)，(2.19)を解くと， 
 
 
 

int1
2

QT
Qtot ±

=  (2.20) 

 

ただし，±はそれぞれ under coupling，over coupling である． 
本研究におけるシリコンマイクロリングにおいて，この理論を使用することで，マイ

クロリングと導波路の結合の製作揺らぎ，すなわちリングとシリコン細線導波路との距

離の揺らぎを求めることができる．つまり透過率 T と totQ 測定よって得ることで，式

(2.20)からシリコンマイクロリング共振器の表面散乱や吸収による損失といった固有要

素をすべて含んだ固有 Q 値を求めることができる．そしてその値を式(2.16)へ代入する

ことによって結合 Q 値が求まるのである．これはすなわち共振器と導波路の間の距離

がどの程度になっているかという指標が求まることを意味する．多数のチップで結合 Q
値を求める，その値の揺らぎを算出することで，マイクロリングと導波路間の距離の作

製による揺らぎを求めることができるのである． 
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 Fig. 2.3: Illustration of coupling between a single-mode waveguide and a single mode of the 
cavity.The input waveguide field couples both into and out of the cavity with amplitude 0κ , 

and has a transmitted amplitude 0t . The internal resonator mode has a loss amplitude 0σ . [28] 
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2.4 ブラッグ回折とフォトニックバンドギャップ 

2.4.1 電磁波の波動方程式 
電磁波のふるまいはマクスウェル方程式で記述される． 
 
 ),(), tt( rrD ρ=⋅∇  (2.21) 
 0),( =⋅∇ trB  (2.22) 
 

t
ttt

∂
∂

+=×∇
),(),(),( rDrirH  (2.23) 

 
t

tt
∂

∂
−=×∇

),(),( rBrE  (2.24) 

 
ここで，D:電束密度，B:磁束密度，H:磁場，E:電場，i:電流密度， ρ :電荷密度である．

電流密度はオームの法則により導電率σ を用いて以下の式で与えられる． 

 
 ),()(),( tt rErri σ=  (2.25) 
 
D と B は以下の式で与えられる．これを媒質方程式と呼ぶ． 
 
 ErD )(0εε=  (2.26) 

 HrB )(0µµ=  (2.27) 

ここで，：真空中の誘電率，：物質の比誘電率，：真空中の透磁率，：物質の比透磁率であ

る．一様な媒質では，とは定数になるが，フォトニック結晶の場合は位置に依存する関

数となる． 
0),( =tri ， 0)( =rσ ， 0),( =trρ ， 1)( =rµ として，電界と磁界を次の式のように包

絡線近似で表現する 
 
 )exp()(),( tit ω−= rErE  (2.28) 
 )exp()(),( tit ω−= rHrH  (2.29) 
 
(2.28)式，(2.29)式を，(2.23)式，(2.24)式，に代入すると， 
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 )()(0 rErH εωεi−=×∇  (2.30) 

 )(0 rHE ωµi=×∇  (2.31) 

 
となり，(2.30)式に∇の外積をかけて，(2.31)式と連立させて磁界の式を求めると， 
 
 

)()(]
)(

1[ 2

2

rHrH
r c

ω
ε

=∇××∇  (2.32) 

 
となる．一方， (2.31)式に ∇ の外積をかけて， (2.30)式と連立させ，さらに

)()( 2 EEE ⋅∇∇+−∇=×∇×∇ のベクトル公式を用いると 

 
 

)()(}]1)({)([ 2

2

2

2
2 rErEr

cc
ω

ε
ω

=−−∇⋅∇+−∇  (2.33) 

 
となる．これらが光の波動方程式である．ここからわかることは，(2.33)式の比誘電率

分布 )(rε を設計することにより，電界 )(rE を制御できるということである． 

 
 
 

2.4.2 フォトニックバンドギャップの発現 
 光が二つの異なる屈折率材料の界面に入射すると，フレネル反射により一部の光は反

射される．光の波長とほぼ同じ周期で屈折率の異なる二つの材料が並ぶと，反射波が同

窓になり強め合う．これはブラッグ反射としてよく知られており，この条件を満たすと

きには全体としての波は急速に減衰し，その波長の光は侵入できない．すなわち，光の

禁制帯が形成されるということである． 
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Fig.2.4 Bragg reflection in periodic structure having different refractive index [29] 
 

屈折率 n の媒質中での光の分散関係は
n
ck

=ω の直線で与えられるが，前述のブラッ

グ反射条件を満たす波長領域ではこの直線が変調される．その結果は Fig. 2.4 に示すフ

ォトニックバンドギャップの発現につながる． 
 

 
Fig. 2.5 Photonic band gap [29] 

 
材料の屈折率が大きいほどフォトニックバンドギャップは大きくなることについて

詳細に説明する．まず Fig. 2.6 に示すように，二次近似，すなわち入射方向に進む入射
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波と一つの格子面からのブラッグ反射波のみを考えた近似を考える． 
 

 
Fig. 2.6 Explanation of the photonic band gap by second approximation [29] 

 
1 次元方向に対して比誘電率が 
 
 
 

iGr
Ger −+= εε 1)(  (2.34) 

 
の周期関数で与えられるとき，二次近似による電界は 
 
 
 

rGkiikr
k CeCrE )(

10)( −−− +=  (2.35) 

 
と書ける．これを電磁波の波動方程式である(2.26)式に代入して(一次元で考える)変形す

ると 0C ， 1C が 0 にならない解を持つためには，式を変形し 
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となればよい． 1>>Gε の条件を付与すると， 
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 )()(),()( 222

2

2

GkkGkGkkk
c GG −−−−+≅ εεω

　  (2.37) 

 

となる． 2k と )( Gk − はそれぞれ平面進行波と平面回折波であり、 )( GkkG −ε がバンド

の曲りを示す．すなわち， Gε が大きいほど，フォトニックバンドギャップの幅 ω∆ は大

きくなる．これらの関係から以下の関係が求まる． 
 

 
 0

0

ωω
n
nG=∆  (2.38) 

この式から周期的構造の屈折率コントラストが大きいほどより大きなフォトニック

バンドギャップが得られることがわかる．Fig.2.7 に実際に屈折率を変化させた時の三角

格子フォトニック結晶のバンドを示す． 
 

 

Fig. 2.7 Band diagrams in the different refractive index difference [29] 
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第三章 シリコンフォトニックデバイスの作製 
 

3.1 チップの設計 
今回作製したチップの構造を説明する．幅は 2 mm 縦の長さは 8 mm 高さは約 1 mm

である．レイヤー構造を Fig. 3.1 に示す．チップの厚さは約 1 mm，シリコン基板上にシ

リカのボックスレイヤー層が μm21.0 ，その上にシリコン層が μm21.0 ，そして一番上

にシリカのオーバークラッド層が μm21.0 存在しているという構造になっている． 

 

 
Fig. 3.1 Layer structure of the siliconphotonics chip 

 
チップの両端にはスポットサイズコンバータ約 150 個が μm50 間隔で設置されている．

両端の SSC は対になっており，シリコン細線導波路によってつながっており，シリコ

ン細線導波路の中央部分にマイクロリング共振器やフォトニック結晶，グレーティング

カップラなどの微小光デバイスが作製されている．シリコン細線導波路が続いているも

のもある．一つのチップ上の素子の数は合計で約 200 個である．本研究ではチップ上に

多数作製されているデバイスの中から，シリコン細線導波路，シリコンマイクロリング

共振器，幅変化型フォトニック結晶共振器，点欠陥型フォトニック結晶共振器，フォト

ニック結晶導波路の伝搬損失，Q 値，共振波長の測定を行った．これらのデバイスは作

製の際のパラメータ(共振器の導波路との距離や大きさなど)を変えたものが多数存在

している． 

32 
 



 
Fig. 3.2 Diagrammatical view of the device in the chip 
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Fig. 3.3 にチップとチップ上のデバイスの写真を示す．IME に発注した際は，GDS フ

ァイルにした設計図を送付すると，一つの注文で同じ設計のチップ 30 個で一つのパッ

ケージとなって約半年後に送られてくる．IME への注文の価格は，1 パッケージあたり

30 万円ほどである． 
 

  

 

  
Fig. 3.3 a：Siliconphotonic chip fabricated by CMOS process  

b and c：Micrograph of the chip   
d：Bending waveguides 

e：Photonic crystals 
f：Silicon microring resonators and Photonic crystals 
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3.2 作製プロセス 
 これまでのシリコンフォトニクスデバイスの開発は各研究機関がそれぞれ開発のた

めの設備を所持し，各自独立に作製を行ってきたが，本研究ではシリコンフォトニック

デバイスを IME にて注文した．このファウンダリーヘの作製依頼という作製へのアプ

ローチと，作製プロセスに CMOS プロセスを利用するという点は本研究の新規性であ

ると言える．以下では，本研究で用いたプロセスと従来のプロセスの違いについて説明

する [30]． 
 まず，本研究に用いられた CMOS 作製プロセスは以下のとおりである． 
 
  
1. SOI 基盤の作製（もしくは，SOI 基盤を購入）⇒Fig. 3.3a 

シリコンの活性基板と支持基板を用意し，支持基板の表面を熱酸化処理で酸化させ

る．活性基板（上）と支持基板（下）を熱処理によって張り合わせる．最後に活性

基板の研削，研磨を行うことで完成． 
 
2. フォトリソグラフィ―によるパターンの形成．⇒Fig. 3.3b 

SOI 基盤上に，既存の優れた半導体プロセスであるフォトリソグラフィ―によって

マスクパターニングを行う．シリコン上にレジストを塗布し，マスクを通して露光

することでパターンが形成される． 
 

3. シリコン層ドライエッチング⇒Fig. 3.3b 
ガスドライエッチングでシリコンのみを削る．その後，レジスト剥離剤でレジスト

を剥離する． 
 

4. ウェットエッチング（フォトニック結晶を作製する場合のみ）⇒Fig.1.10 参照 
フォトニック結晶のエアブリッジ構造を作製するためにウェットエッチングでア

ンダークラッド層のシリカのみを削る．これによってフォトニック結晶の下が空気

層になり，エアブリッジ構造が形成される． 
 

5. 火炎体積法によるオーバークラッド層の生成 
火炎体積法によってシリカのオーバークラッド層をシリコン層の上に被せ，熱処理

によって透明化する．これでチップが完成する． 
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Fig. 3.3 a：Manufacture method of the SOI board 
b：Manufacture of silicon photonic device by CMOS process 
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なお，2.でのフォトリソグラフィでマスクパターン形成の部分を，電子線描画装置で

レジストに直描する電子線リソグラフィという方法も存在する．これはより高解像度な

パターン形成を可能にするが，直接描画していくためスループットが小さく大量生産に

は向かない．ゆえに少量生産高性能を求めるフォトニックデバイスの研究開発や，フォ

トリソグラフィでのマスクの作製に主に使われ，大量生産には用いられない．特にまだ

研究開発段階であるフォトニック結晶の作製においては，一般的にフォトリソグラフィ

ではなく電子線リソグラフィが用いられるため，本研究ではフォトリソグラフィを用い

たフォトニック結晶共振器の作製を行ったという点は新規性がある． 
プロセスの微細化という面では，リソグラフィ技術とエッチング技術が重要な要因と

なるが，とくに重要な要素はリソグラフィにおける露光技術である．マスクをとおして

露光し，レジストを変質させてパターンを形成するフォトリソグラフィでは，露光に用

いる光の波長の大きさで解像度が決まるのである．リソグラフィにおける解像性能はレ

イリーの式と呼ばれる評価量があり，解像線幅 RP と焦点深度 DOF は 1k ， 2k を比例定

数として次の式であらわさられることが知られている． 
 

 
 

NA/RP 1λk=  (3.1) 

 
 

2
2 NA/DOF λk=  (3.2) 

Fig. 3.4 は説明のため簡略化した投影光学系の構成であるが，NA はウェハ上のある一

点に結像する光束の広がりを θ± としたとき， 
 

 
 

θsinNA n=  (3.3) 

で与えられる量である．ここで n はウェハ側の屈折率で，通常空気(n=1)の中におか

れるので， θsinNA = である．液浸法になると n の効果で NA を大きくすることがで

きる．たとえば ArF 波長での水は n = 1.436 という値を持っている． 
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Fig. 3.4 Image formation optical system of the exposure equipment 
 
半導体プロセスにおいて生産効率のことをスループットという．電子線リソグラフィ

はパターンを直接順番に描画していくため，スループットは低い． 
すなわちフォトリソグラフィは低解像度，高スループットであるのに対し，電子線リ

ソグラフィでは高解像度低スループットである．理由は，研究開発目的で作製する場合，

より高い性能を求めるためパターン形成の解像度は高い方が良い上，一つのパターンの

生産量も少なくて良いため，生産効率とコストは重要ではないためである． 
 しかし，実用化を視野に入れた場合，高い再現性で生産効率も高く，大量生産に適用

できる作製プロセスが求められる．この点を考慮すると，既存の高いレベルを持った技

術である CMOS プロセスを利用した研究には大きな意義があるだろう．設計の制限，

作製期間，解像度という点では少量高性能生産である電子線露光プロセスに劣るもの，

それだけでシリコンフォトニックデバイスの研究において決定的な要素とはならない．

これらの制限の中で設計をして作製し，光回路の構築やその性能評価，誤差評価など，

シリコンフォトニックデバイスによる光回路実現化へ向けた応用的な研究を行うこと

ができる． 
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第四章 フォトニックデバイスの特性評価            
 
4.1 測定系の構築 

本研究を遂行するために，シリコンフォトニックチップの測定を行う実験系の構築を

行った．まず，チップ上の導波路にファイバから光を入射させるには緻密なアライメン

トが必要不可欠である，そこで Fig. 4.1a のように，チップを固定する x-z ステージと，

ファイバからチップのSSCへ光を入射させる役割をもつ集光モジュールを設置したxyz
ステージからなる調心装置を設計し，必要装置や器具類を購入し構築した．器具と危惧

のかみ合わせに使用し，器具間距離の微調整の役割を持つ部分はアルミ板を機械加工す

ることで作製した．チップ固定用の x-z ステージの上に Fig. 4.1b のようにバキュームを

取り付けることで，多少の振動ではチップが動かないように構築した． 
なお，本研究では集光モジュールの xyz ステージはピエゾステージである．今回は手

動でアライメントを行ったが，ピエゾステージを制御することにより将来的には半自動

アライメントを行えるよう改良を行える可能性がある． 
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Fig. 4.1 a： Picture of aparatus for aligning optical waveguide 

b：The part which fixes a chip 
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また，マイクロメートルスケールであるスポットサイズコンバータと集光モジュール

で光を結合させるためには，調心装置による光軸合わせが正しく行われているかを視覚

的に確認できるようにすることが重要である．そこで次に高感度赤外線カメラと可視光

CCD カメラからなる顕微鏡系を構築し，チップへの光の入射の観察を行えるようにし

た．Fig. 4.2 が顕微鏡系の全体図である．レンズは焦点距離 f=200 mm のものを採用し，

対物レンズは十分な倍率を確保するために 20 倍対物レンズを採用した．赤外線カメラ

の視野を良好にするために明視野を採用した．また，ビームスプリッタを使用すること

で，一つの対物レンズから赤外線カメラと可視光カメラの両方で同時に観察できるよう

に構築した． 
 

 

Fig. 4.2： Picture of microscope optical system 
 

顕微鏡系によるチップの観察例を以下に示す．下の右図は SSC を通してチップ上の

導波路に光を結合させることに成功した写真である．入力波長は 1550 nm，入力パワー

は-15 dBm である． 
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Fig. 4.3 (left): Photograph of the Microring resonators with the visible light camera 

(right): Observation of the incident state to waveguide of the light with the IRcamera 
 
 

そして，このようにして構築した実験系にチップを設置した場合は Fig. 4.4 のように

なる．チップを設置する際，集光モジュールに対しチップの側面が垂直になるよう真っ

直ぐウェーブガイドホルダーに置くことが実験をスムーズに遂行するために重要だっ

た．斜めにおかれていると，集光モジュールとウェーブガイドホルダーの角が接触して

しまってクリティカルな結合ができなかったり，チップの上部から下部へ移動する際に

集光モジュールとチップの距離が大きくずれてしまってアライメントがずれてしまう

ことが頻発してしまったりするからである． 
 

 
Fig. 4.4： Setting of the chip 
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4.2 測定方法 
チップ上の阻止の特性評価を行うに当たり,ここで行う実験は共振器の透過スペクト

ルの測定である．具体的に測定する素子の特性は， 
 
① 幅変化型フォトニック結晶共振器 (barrier 数：9 個，12 個，15 個，18 個)の Q 値

および共振波長． 
 
② シリコンマイクロリング共振器 (直径 10 μm，導波路-共振器間距離：200 nm)の

Q 値および共振波長． 
 

③ シリコン細線導波路の伝搬損失． 
 
である． 
透過スペクトル測定から得られる共振スペクトルから,共振器モードの共振波長 0λ ，

totQ  の値，透過率 T (シリコンマイクロリングのみ)を求めることが出来る．これらの

値のバラつきを調べることでフォトリソグラフィによる作製の際の誤差がどれほどな

のかを評価する．特にマイクロリングでは透過率 T と Q 値から共振器導波路間の距離

を求めることが出来る．透過率Tと totQ から coupQ が求められるのは前述の通りで， coupQ
は結合による損失を表しているから共振器導波路間距離を表しているといえる．この方

法を使って coupQ の値をすべての共振器について求めて統計を取ることで，共振器と導

波路との距離がどれほどばらつくのかということを知ることができる． 
また，二つの長さの異なるフォトニック結晶を比べれば，フォトニック結晶導波路の長

さあたりの損失を求めることができる． 
シリコン細線導波路のみのものは，シリコン細線導波路の伝搬損失の揺らぎを得るた

めに測定を行った． 

 これらを測定するための手順を説明する前に，実験セットアップ図を Fig. 4.5 へ示す． 
 

 
Fig. 4.5 Diagram of the setup for mesurement 
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次に各デバイスの透過スペクトル測定の手順を下に列記する． 
 
① チップをウェーブガイドホルダーに真っ直ぐおき，バキュームをオンにした． 

 
② ハロゲン光源の電源を入れ，カメラを入射端付近に合わせた． 

 
③ レーザの電源を入れ，入力波長 1550 nm，入力パワー-15 dBm に設定した． 

 
④ パワーメータの電源を入れ，レンジを適当な値に設定した． 

 
⑤ まずチップを置かず,集光モジュール同士を合わせ,波長 1550 nmにおける損失を行

った．⇒Fig. 4.6 
 

⑥ 透過スペクトルを測定するデバイス（一番初めは透過率の高い導波路へ入射させる

とよい）の SSC へ光が入射するように，xyz ステージと xz ステージを手動で調節

した． 
 

⑦ 入射端の SSC へ光が入射したのをカメラで確認したら，出射端側の xyz ステージを

調節し，集光モジュールの位置を出射端へ合わせた．このとき，パワーメータの出

力の大きさができる限り大きくなるようにステージを動かしていくことで位置が

合うようにした． 
 

⑧ 測定プログラムを使って，1500 nm~ 1630 nm で波長掃引を行い，透過スペクトルを

取得した．または，入力波長を 1550 nm として出力の測定を行った． 
 

⑨ うまく透過スペクトルを取得できるまで，ステージの微調整やパワーメータの設定

を修正した．透過スペクトルを得た． 
 

透過スペクトルはチップ 24枚分の測定を行った．IMEから届いたチップは 30枚だが，

うち 3 枚はエッチングを行ってオーバークラッド層をはがす実験に利用し，1 枚は取扱

いのミスで損傷し測定不能になった．また，2 枚は届いた時点でチップ上にデバイスが

形成できていない状況であった．これは作製の際ウェハの端の部分だったために正しく

パターンが形成されなかった可能性が考えられる． 
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Fig. 4.6 Mesurement of the propagation loss without chip 
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4.3 結果 

4.3.1 伝搬損失の測定 
 チップ以外での損失 
チップを配置せずに集光モジュール同士を向い合せ出力を測定したところ，入力-15 

dBm に対し出力は-16.8 dBm で，損失は-1.8dB であった．（Fig. 4.6）これはチップに至

るまでのレーザからファイバを通して集光モジュールに到達するまでの損失と，もう一

つの集光モジュールからファイバを通してパワーメータに至るまでの損失の合計値で

あるといえる． 
 
 シリコン細線導波路 
 シリコン細線導波路における損失は 7 dBm/cm 以下であることがわかった．これは測

定を行ったところシリコン細線導波路の直線部分における伝搬損失がパワーメータの

揺らぎである 5.0±  dBm よりも小さかったため正確な値はわからなかった．ただ，チ

ップの幅が 2 mm であるから，少なくとも約 7 dBm/cm よりは小さい値であるとわかっ

た．曲げ導波路の損失測定により，曲げ部分の損失もパワーメータの揺らぎよりも小さ

な値になっており，直線部分同様に非常に小さな値であることがわかった． 
 
 

4.3.2 マイクロリング共振器の特性 
直径 10 μm，導波路とのギャップが 200 nm のマイクロリングの透過スペクトルを

24 枚のチップで測定し，1550 nm 付近のモードについて， 
 
① 共振波長， 
② Q 値， 
③ ディップの深さ（透過率） 

 
を記録した．Fig. 4.7 に透過スペクトルの例と共振の瞬間の共振器の IR カメラによる撮

影写真を示す．尚，すべてのチップの平均 FSR は 18.05 nm であった． 
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Fig. 4.7 Example of the transmission spectrum of the silicon micro ring resonator and a picture 

of the state of the resonance 
 

上の図のような得られたスペクトルから下の図のように選んだモードについてロー

レンツ関数によるフィッティングを行い，Q 値を求めた． 

このとき，最高 Q 値は 4100.2 × であった． 

 
Fig. 4.8 Fitting of the resonance mode of the microring resonator 
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前述のように測定した Q 値とディップの深さから coupQ を求めることができる．この値

が実寸の距離である導波路共振器間距離に値することも先に述べた．そこで 1550 nm 付

近の共振モードを用いて，式(2.20)から coupQ を導出し，その表を Table 4.1 に示す． 

Table 4.1 Calculation of the intQ  and coupQ  

チップ

番号 
共振波長 

totQ
( 410× ) 

ディップの

深さ[dBm] 
透過率 T 

intQ
( 410× ) 

coupQ
( 410× ) 

1 1551.3  1.1 3.1 0.49  1.4  7.6  

2 1558.2  1.1 1.9 0.65  1.2  11.2  

3 1555.7  1.3 5.1 0.31  1.6  5.7  

4 1555.1  1.1 10.6  0.09  1.6  3.0  

5 1551.9  1.0 5.7 0.27  1.3  4.1  

6 1556.2  1.7 3.7 0.43  2.0  9.6  

7 1554.7  1.1 4.1 0.39  1.3  5.8  

8 1552.6  1.8 3.6 0.44  2.2  10.8  

9 1549.9  1.2 9.6 0.11  1.7  3.5  

10 1545.2  1.2 1.3 0.74  1.2  16.6  

11 1555.6  1.5 5.8 0.26  1.9  6.0  

12 1554.5  1.1 3.6 0.44  1.4  6.7  

13 1552.0  2.0 5 0.32  2.5  9.0  

14 1548.1  1.1 3.4 0.46  1.3  6.6  

15 1543.6  1.0 8.3 0.15  1.4  3.1  

16 1556.2  2.0 4.2 0.38  2.4  10.1  

17 1557.2  1.2 2.3 0.59  1.3  10.1  

18 1553.0  0.9      

19 1548.1  2.0 4 0.40  2.5  11.1  

20 1546.9  1.3 8.1 0.15  1.9  4.4  

21 1543.2  1.1 4.2 0.38  1.4  5.8  

22 1544.8  1.0 3.9 0.41  1.2  5.6  

23 1546.1  1.4 4.3 0.37  1.7  7.0  

24 1541.3  1.4 9.8 0.10  2.1  4.0  

 
斜線はパワーメータの測定レンジの関係でフィッティングできなかった部分である． 
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coupQ の平均値は 4103.7 × ，標準偏差は 4102.3 × であった．  

次にマイクロリング共振器の透過スペクトルに観察できたモードの内 1550 nm の付

近にあるモードの共振波長と Q 値の分布を Fig. 4.9 にプロットした．共振波長の標準偏

差は 4.91 nm で， 平均値は 1550.9 nm だった．Q 値の標準偏差は 4103.0 × で，平均値

は 4103.1 × であった． 

 

 
Fig. 4.9 Distribution of the resonance wavelength(upper) and the quality factor(lower) 

of the mode of around 1,550 nm  
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4.3.3 幅変化型フォトニック結晶共振器の特性 
本研究で作製した幅変化型フォトニック結晶共振器の透過スペクトルをチップ 24 枚

分測定し，共振波長と Q 値の統計を取った．幅変調型フォトニック結晶共振器は，フ

ォトニック結晶導波路の幅を部分的に変化させたものである． 
以下の図が透過スペクトルの例である． 

 
Fig. 4.10 Example of the transmission spectrum of the line defect photonic crystal resonator 

 
赤い矢印で示された共振モードにフィッティングを行ったものを下に示す． 
この測定の結果，24 の素子の内，最高 Q 値は1.6 × 105という値であった． 

 
Fig. 4.11 Fitting of the resonance mode of the photonic crystal nanocavity 
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 次に共振波長と Q 値のヒストグラムを Fig. 4.12 に示す． 

 

 
Fig. 4.12 Distribution of the resonance wavelength(over) and the quality factor(low) of 

the line defect photonic crystal resonator  
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4.4 検討 
結果より，シリコンマイクロリング共振器の結合 Q 値はチップ毎によって差が大き

く，標準偏差は 4102.3 × となった．前述のように．標準偏差が元の Q 値の値に対し非常

に大きくチップ毎の揺らぎの値が大きい結果となった．ただ，フォトリソグラフィの解

像度が光の波長に依存することは第三章で説明したが，一般的にフォトリソグラフィに

用いられる波長が数百 nm であることを考えると，揺らぎが数百 nm の大きさで出てし

まってもやむを得ないことだといえる． 
一方で，共振周波数の標準偏差は，1550 nm 付近のモードでは 4.91 nm であった．本

研究室ではマイクロリング共振器による全光論理ゲートの理論検討を行っている．この

研究によると，全光論理ゲートが正しく動作する共振波長の揺らぎの許容範囲は，その

共振器の共振スペクトルの線幅程度である．この結果を適用すると，今回の最高 Q 値

を記録した共振器では，その線幅は0.078 nmである．標準偏差は 4.91 nm だから，この

共振器では全光論理ゲートを構築したとしても正しく動作しないことがわかる．揺らぎ

をこれより約 60 分の 1 までに抑えることができればこのプロセスによって全光論理ゲ

ートを集積したチップを作製できるようになる．また，作製技術の進歩を待たなくとも，

全光論理ゲートの各共振器にヒータを設計し，共振波長のずれに合わせて温度を変える

ことで共振波長を調節するという機能を付け加えることによって論理ゲートを実現す

ることもできるだろう．ただしこの場合，ヒータによる消費電力の増大するという条件

がつく． 
 次に，幅変調型フォトニック結晶共振器では，最高 Q 値1.6 × 105という値を確認し

た．この値は以下の二点において重要である．まず，CMOS プロセスによるフォトニッ

ク結晶自体が，前述のようにあまり作られることはなく，これまで CMOS プロセスで

の作製による幅変調型フォトニック結晶共振器は性能が確かめられたことがなかった

ということ．次に，従来の電子線描画プロセスによる作製の最高 Q 値は十の六乗オー

ダーであるということ．CMOS プロセスによって Q > 510　 を達成したことは，CMOS
プロセスでの精度が高く，本研究のようにデバイスの研究に利用することに大いに意義

があることを示すことができたといえる． 
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Fig.4.13 Diagram of an optical NAND gate constructed by microring resonators 
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結論 

 
CMOS 露光プロセスで作製した 24 枚のチップで透過スペクトルを測定したところ，

シリコンマイクロリングの結合 Q 値は，平均値は 4103.7 × ，標準偏差は 4102.3 × であっ

た．これは共振器導波路間の揺らぎの大きさを表している． 
また共振波長では，平均値 1550.9 nm に対して，標準偏差は，1550 nm 付近のモード

では 4.91 nm という結果が得られた．この結果から，CMOS プロセスという露光プロセ

スで作製されたシリコンマイクロリングの全光論理ゲートが正しく動作するには，揺ら

ぎを今の約 60 分の 1 に抑える必要があることがわかった．  
 CMOS プロセスで作製された幅変調型フォトニック結晶共振器では，Q 値1.6 × 105と
いう世界最高 Q 値を確認した．これにより，CMOS プロセスの精度が十分高く，本研

究のようにファウンドリにてシリコンフォトニックデバイスを製造し研究に利用する

ことに大いに意義があることが示された． 
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