
　論文要旨

測定器の技術の進歩によって，検出可能な物質のサイズはどんどん小さくなってきた．この際，
検出対象のサイズが小さいため検出対象からの信号が小さく，背景雑音の影響を無視すること
ができないという問題がある．共振器はある特定の信号のみを増幅することができるため，こ
の問題を解決する手段として広く用いられてきた．特に 1990年代半ばころから，小型で高Q

値を有する共振器を作製したという報告が数多くなされ，これらを用いた小型で高感度な測定
器の開発が期待されている．本研究では小型で高Q値を持つ共振器の 1つであるシリカトロイ
ド共振器に着目し，詳細な pH検出や高感度で高分解能なアンモニアガス検出を行うことを目
的とした．
第 1章ではまず微小光共振器に関する基本事項と，光を用いたセンシング手法について紹介

する．次に微小光共振器を用いたセンシング研究の着眼点と近年行われている研究について述
べる．最後に，アンモニアガスセンサの必要性と近年の研究例について述べる．
第 2章ではまずシリカトロイド共振器の原理とWGM型共振器を用いたセンシングの原理を

説明した後，液中で測定を行う際の波長の検討について述べる．最後に，高分子電解質の多層
膜による pH検出の手法について説明する．
第 3章では第 2章で述べた高分子電解質の多層膜であるPAA/PAH多層膜を用いることでシ

リカトロイド共振器による pH検出を行った．シリカトロイド共振器とテーパファイバのパッ
ケージング技術を用いることで以前より詳細な pH検出を実現した．
第 4章では第 3章で述べた方法で作製したシリカトロイド共振器によるセンサのアンモニア

ガス検出への応用について述べる．シリカトロイド共振器とテーパファイバのパッケージング
技術を用いることで外乱の影響を抑えた検出を実現し，その結果，現状報告されている他のア
ンモニアガスセンサと比べてより高検出感度かつ高検出分解能が得られた．
第 5章では本論文の結論を述べる．
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　Thesis abstract

Study on Ammonia Gas Sensing using a Silica Toroid Microcavity

Advance in technology of measuring instrument allow us to detect smaller objects. When

we detect small samples, the influence of background noise will not be ignored because the

signals from small samples are too small. Cavities can enhance signals from target samples,

and they have been widely used as a solution to this problem. Many researches on the

fabrication of small and high-Q cavities have been reported since the mid-1990s and by using

them, the development of small measuring instrument with high sensitivity is expected. In

this research, I will focus on a silica toroid microcavity which has small mode volume and

high Q, and I will try to detect pH in datail and ammonia gas with high sensitivity and high

resolution.

In chapter 1, first, basic matters on a silica toroid microcavity and optical sensing methods

will be introduced. Then, viewpoints of sensing researches by using silica toroid microcavity

and resent researches will be described. Lastly, the necessity of ammonia gas sensors and

resent researches on ammonia gas sensors will be explained.

In chapter 2, first, the principal of a silica toroid microcavity and sensing principal using

WGM microcavity will be described and the wavelength range is examined in the case of

measurement in liquid environment. Then, the method of pH detection by using bilayers of

polymeric electrolyte will be explained.

In chapter 3, I detected pH by using a silica toroid microcavity with PAA/PAH bilayers

which is one of the polymeric electrolyte described in chapter 2. I realized pH detection in

more detail than ever by using the technique of packaging a silica toroid microcavity and

tapered fiber.

In chapter 4, I will describe ammonia gas detection application of a silica toroid microcavity

sensor fabricated in chapter 3. By using a packaging a silica toroid microcavity and tapered

fiber, I succeeded the detection in defiance of influence of background noise and obtained

higher sensitivity and higher resolution than other still reported ammonia gas sensors.

In chapter 5, I will summarize the thesis.
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第1部

序論

1.1 はじめに

測定器の技術は日々進歩しており，測定対象の大きさもどんどん小さくなってきた．測定技
術としてよく知られているものは赤外分光であり，工業分野やバイオ・メディカル分野，薬品
や食品の品質管理など広範囲で用いられている．2015年に岡山大学の研究グループがメタマテ
リアルを用いることでアトモルレベルの高感度な赤外分光計測技術を開発した [1]ものの，赤外
分光計では光と測定対象と 1度しか相互作用しないため，高感度検出を行う際にはある程度の
測定器の大きさが必要となるという問題がある．この問題を解決するために用いられたのが共
振器である．共振器を用いたセンサ応用においても技術の発達に伴い測定対象はどんどん小さ
くなりノイズの影響を無視できなくなったが，共振器はある特定の信号のみを増幅し，S/N比
を向上させることができるため，粒子検出を示す微弱な信号と背景雑音のコントラストを取る
ことができる．さらに共振器を用いると光と測定対象とが複数回相互作用を起こすことが可能
となるため測定器の小型化も見込めるというメリットがある．共振器の性能は共振器内に信号
を閉じ込める時間の長さを示すQ値と，信号を閉じ込める体積であるモード体積（V）によっ
て決まり，Q値が高く，V が小さいほど良い共振器とされる．その中でも 1993年に L. Collot

らが作製した微小球共振器 [2]はQ値が高く，V が小さく，さらに作製が容易であることから
世界的に注目を集めた．実際に 2000年以降には微小球共振器を用いたセンシング研究が数多
く報告されている．また，2003年にはD. K. Armaniらによりシリカトロイド微小光共振器が
発明された [3]．シリカトロイド共振器は微小球共振器に比べればQ値は劣るものの [4]，V は
小さく，チップ上に集積できるという利点がある．そのためシリカトロイド共振器は近年様々
な研究に用いられており，高感度なセンサに関する研究においても注目されているが，導波路
との結合が難しいという点で実用化に関する研究はあまり進んでいないのが現状である．
本研究はシリカトロイド共振器を用いた pH検出をベースとして，アンモニアガス検出を行

うことを目的としたものである．pH，アンモニアガスの検出を行う際には，シリカトロイド共
振器とテーパファイバが共振する状態でパッケージングしたものを用いた．この研究が高感度
かつ実用化に向けたシリカトロイド共振器センサの研究の一助となることを期待している．
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1.2 微小光共振器

1.2.1 光共振器

光共振器は光を一か所に一定時間閉じ込める素子のことである．その中でも光の波長程度以
下の大きさのものを微小光共振器と呼ぶ．光子どうしは直接相互作用しないため，光信号処理
を行うためには物質の電気双極子を介さなくてはならないが，光と物質の相互作用は大きくな
い．そこで微小光共振器を用いることで非常に小さな空間内に長時間光を閉じ込めることがで
きるため，光と物質が強い相互作用を起こし，小型なデバイスで高性能な光信号処理ができる
と期待されている．
光共振器の性能を表す指標として，Q値（Q：Quality Factor）とモード体積（V）という 2

つが用いられる．Q値は「光を閉じ込める時間の長さ」を，V は「光を閉じ込める空間（体積）」
を表す指標である．また，微小光共振器の場合にはシリコンチップ上に集積可能であることも
重要となる．Q値の定義式は次のように表される．

　　　Q = ω0 ×
(共振器に蓄えられているエネルギー [J])

(単位時間あたりに失われるエネルギー [J/s])

= ω0 × (光子寿命 [s]) (1.1)

光を小さな空間内に長時間閉じ込められる方が良いので，Q値が高く V が小さいほど高性能な
共振器とされる．
また，光共振器には様々な種類があり，共振器内に存在する光の種類によって大きく 2つに

分類される [5]．1つは定在波型共振器であり，これは進行波と後退波が干渉し定在波を形成す
ることで光を閉じ込めるものである．定在波型共振器の代表例としてはファブリペロー型共振
器やフォトニック結晶型共振器があげられる．もう 1つは進行波型共振器であり，これは共振
器中の進行波と導波路から共振器内に入る光が強め合い，共振器から導波路へ出る光と共振器
に入らずに導波路を通過する光が弱め合うことで光を閉じ込めるものである．進行波型共振器
の代表例としてはWGM（Whispering Gallery Mode）型共振器があげられる．Fig. 1.1にファ
ブリペロー型共振器，WGM型共振器，フォトニック結晶型共振器の概略図を示す．

Fig. 1.1: Schematic ullustration of (a) Fabry-Peŕot cavity, (b) WGM cavity and (c) photonic crystal
cavity
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ファブリペロー型共振器は Fig. 1.1 (a)のように 2枚の鏡を向かい合わせにして光を反射さ
せることで光を閉じ込める共振器である．Q = 1.8× 1010という高Q値なものも作製されてい
るが，大きさは 4 mmと大きく，用いられている鏡の反射率は 0.9999984と高反射率が求めら
れる [6]ため実用化には不向きである．2枚の鏡を用いることからファブリペロー型共振器はあ
まり小さくできないとされていたがが，2010年に光ファイバの端面に鏡を形成することでファ
ブリペロー型共振器を作製した例が報告されているなど大きさという点について改善されてい
るものの，小さいファブリペロー型共振器はQ値が低いといった問題もある [7]．
WGM型共振器は Fig. 1.1 (b)のように誘電体表面で光が全反射し，誘電体に沿って光が周

回することで光を閉じ込める共振器である．WGM型共振器の種類としては Fig. 1.2に示すよ
うにマイクロディスク共振器 [8]やマイクロリング共振器 [9]，微小球共振器 [10][11]，シリカト
ロイド共振器 [3]，シリカボトル共振器 [12]，CaF2などの結晶材料を用いた共振器 [13]などが
あげられる．共振器の表面が荒くなるほど散乱光が増えるため，WGM型共振器は表面の滑ら
かさが重要となる．微小球共振器やシリカトロイド共振器，シリカボトル共振器はCO2レーザ
を用いて熱で材料を溶かし，構造を表面張力によって丸めることで表面を滑らかにしており，Q

値は 108オーダー以上のものが殆どである．特に 2003年にD. K. Armaniらによって発表され
た Fig. 1.2 (d) のようなシリカトロイド微小光共振器 [3]と呼ばれる共振器はQ値が 108オー
ダーと大きく，Si-SiO2という単一の材料から作製でき，チップ上に作製できることから集積化
に向いている．そのため，光センシング [14]や 3次の非線形光学効果による光コム発生 [15]な
どへの応用が期待されているデバイスである．一方，CaF2などの結晶材料を用いた共振器は
結晶面の影響によりCO2レーザを用いて表面を滑らかにすることができないため，研磨や切削
といった機械加工により表面を滑らかにしており，Q値は 1010オーダーのものもある [13]．し
かし，機械加工により表面を滑らかにするため小型化には限度があるうえ，機械の精度による
Q値の制限もある．
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Fig. 1.2: (a) Scanning electron micrograph (SEM) image of Si microdisk resonator; the disk radius
is 20 µm and its thickness is 225 nm [M. Soltani, et al.,“ Ultra-high Q planar silicon microdisk
resonators for chip-scale silicon photonics,”Optics Express 15, 4694-4704 (2007).] (b) SEM image
of Si microring resonator; the ring radius is 5 µm [V. R. Almeida, et al.,“All-optical switching on a
silicon chip,”Optics Letters 29, 2867-2869 (2004).] (c) Microscope image of microsphere resonator;
the sphere radius is 50 µm[M. Tomes and T. Carmon,“ Photonic Micro-Electromechanical Systems
Vibrating at X-band (11-GHz) Rates,”Physical Review Letters 102, 113601 (2009).] (d) SEM image
of silica troidal microresonator; the major radius is 60 µm [D.K. Armani, et al.,“Ultra-high-Q toroid
microcavity on a chip,”Nature 421, 925-927 (2003).] (e) SEM image of silica microbottele resonator;
the radius at the widest point is 51.25 µm [Y. Taguchi, et al., “ Statistical studies of photonic
heterostructure nanocavities with an average Q factor of three million,”Optics Express 19, 11916-
11921 (2011).] (f) CaF2 resonator [M. Tomes and T. Carmon,“ Photonic Micro-Electromechanical
Systems Vibrating at X-band (11-GHz) Rates,”Physical Review Letters 102, 113601 (2009).].

Fig. 1.1 (c)のようにシリコンなどの材料に光の波長程度のオーダーで周期的に空孔を空け
ることでブラッグ反射が発生し，特定の光を閉じ込めることができる．このようにブラッグ反
射により特定の光を通さない帯をフォトニックバンドギャップと呼び，フォトニック結晶型共
振器はフォトニックバンドギャップにより光を閉じ込める共振器である．フォトニック結晶型
共振器は非常に小さい体積中に光を閉じ込めることができるうえ，空孔を適切に設計すること
で任意の光の波長を閉じ込めることができる．また，原理上は非常に高Q値が得られる構造も
示されているが，現状ではQ = 3.9 × 106に留まっている [15]．これは空孔の位置を正確に空
けるための高精度なプロセスが求められるためである．しかし，シリコンチップ上に作製でき，
小型化も見込めるため，光回路への応用が期待されている．
以上で述べた光共振器のQ値と V をまとめたものが Fig. 1.3である [4]．
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Fig. 1.3: Performance of several microcavities.The microcavities are organized by column according
to the confinement method used and by row according to high Q and ultrahigh Q.[K. J. Vahala,
“Optical microcavities,”Nature 424, 839-846 (2003).]

1.2.2 微小光共振器を用いた研究

微小光共振器はQ値が高く V が小さいため，閉じ込められる光の密度が非常に高くなる．そ
の結果，低パワーでも非線形光学効果を起こすことができるため，非線形光学効果を用いる光周
波数コム [18]や光Kerrスイッチ [19]の研究に用いられる．その他にも，量子電磁力学（QED）
や低しきい値レーザ，狭腺幅レーザ，バイオセンシングといった研究に広く用いられている [20]．
光周波数コムはT. W. Hänschと J. L. Hallらによって発見され，2005年にノーベル物理学

賞を受賞した現象である．Fig. 1.4に示すように，微小光共振器にある波長の光を入射すると
共振器内の電界強度が高まり，非線形光学効果が生じる．非線形光学効果によって 1つの周波
数の光から周波数間隔が一定の複数の周波数の光が発生する現象が起こる．このとき周波数軸
上に一定の間隔でスペクトルが立つ状態が櫛（comb）に似ていることから光周波数コムと呼
ばれている．光の周波数を測定する方法としては光の干渉縞や電波を利用するものが広く知ら
れているが，精度は 1MHz程度であり光の持つ高周波数を考えると不十分な精度であった．ま
た，これまでの光周波数コム光源は非常に大がかりで高価なものが大半であった．しかし，小
型で安価に作製できる微小光共振器を用いて光周波数コムの発生が可能であるとわかって以来，
非常に多くの研究がなされており，微小光共振器は V が小さいため FSRが広く，高繰り返し
なパルスを生成できるという利点もある．したがって，光周波数コムを用いることで高速，高
精度に光の周波数を測定できるようになった．このような特徴を持つことから光周波数コムは
「周波数のものさし」と呼ばれることもあり，光ファイバを用いた大容量光通信やセンシング応
用，今よりも精密なGPSなど様々な分野への応用が期待される．
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Fig. 1.4: Broadband parametric frequency conversion from a silica toroidal microresonator. Spectrum
of the parametric frequency conversion observed in a silica toroidal microcavity of 75-µm-diameter
when pumed with 60 mW CW laser power at 1550 nm[P. Del’Haye, et al.,“Optical frequency comb
generation from a monolithic microresonator,”Nature 450, 1214-1217 (2007).].

1.3 光を用いたセンシング手法

1.3.1 蛍光

蛍光によるセンシングは検出したい物質に蛍光分子を付け，外部から周波数の高い光を照射
することで蛍光分子が光を発することを利用した手法である．この手法では視覚による検出が
可能なので，現在広く用いられている．蛍光は Fig. 1.5(a)に示すヤブロンスキーダイアグラム
において，蛍光を生じる物質に対して励起に必要なエネルギーを持つ光を照射すると，基底状
態 S0 にある電子が励起され，熱的に第一励起状態 S1 に緩和した後蛍光を伴って基底状態 S0

へと遷移するという過程で生じるものである．電子が基底状態から励起された後，熱的な緩和
を伴うため，蛍光の発光波長は励起光の発光波長よりも長波長となる．これはストークスシフ
トと呼ばれ，このスペクトルを見ることで基底状態のエネルギーがわかる．また，励起光と蛍
光の発光波長が異なるためフィルターを用いて蛍光だけを検出することも可能である．そのた
め，高感度なセンシングを行うことができると考えられる [22]．
また近年，蛍光が励起光よりも短波長になる現象であるアップコンバージョンも注目されて

いる．蛍光の場合は励起光が可視光であることが多く生体組織への光深達性の影響が問題とさ
れているうえ，退色が遅い蛍光ナノ粒子は Cdや Hgなど生体に対して有害なものを含んでい
る．一方アップコンバージョンの場合は生体組織に対して透過性の高い近赤外光を用いるうえ，
アップコンバージョンに用いるナノ粒子は生体に対して無害な希土類を用いるため，特に医療
分野において注目が高まっている．アップコンバージョンナノ粒子として機能させるためには
近赤外光を吸収する増感剤と可視光を放出する活性剤をドープする必要がある．Fig 1.5(b)に
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増感剤をYb3+，活性剤を Er3+とした場合のNaYF4アップコンバージョンナノ粒子の発光の
概略図を示す．この場合はまずYb3+が 980 nmの励起光を受け取り，このエネルギーを Er3+

に渡す．第一励起状態にある Er3+は励起状態にあるYb3+からさらにエネルギーを受け取り，
さらに高いエネルギー状態になることで励起光より短波長の光を発光する [23]．

Fig. 1.5: (a) Schematic illustration of Jablonski diagram. S0 is ground state and S1 is first excited
state[日本分光学会，『顕微分光法』ナノ・マイクロの世界を見る分光法，講談社 (2009).]. (b) Schematic
illustartion of upconversion mechanism of NaYF4 nanoparticles[村山 康利，湯浅 英哉，大辻 英吾，
“ LNP（ランタニドナノ粒子）を用いたイメージングについて，”京府医大誌 122, 173-180 (2013).].

1.3.2 振動

分子の振動によるセンシングの手法の 1つとしてラマン散乱がある．ラマン散乱は物質に光
を照射すると光と物質の相互作用により散乱が生じ，そのうち入射光とは異なる波長の光が散
乱されるという現象である．入射光とラマン散乱光のエネルギー差は物質中の分子の回転や振
動にあたるので，分子構造の解析に利用される．しかし，散乱には入射した光と同じ波長の光
が散乱されるというレイリー散乱もあり，ラマン散乱光はレイリー散乱光に比べて 10−6倍ほど
微弱な光なので，ラマン散乱光を用いた高感度なセンシングは難しいとされている [24]．そこ
でラマン散乱光を高感度に検出する方法として表面増強ラマン散乱（SERS: Surface Enhanced

Raman Scattering）という手法が注目され，SERSを用いることでヘモグロビンなど様々な高
感度分析が可能となった [25]．Fig. 1.6(b)に SERSの原理を示す．金属ナノ粒子に光が当たる
と伝導電子が振動するため強い電場に覆われ，金属粒子同士の接点では非常に強い増強電場が
生じる．この接点に物質が入ることでラマン散乱光が増幅される，つまり SERSが生じる．こ
れは金属ナノ粒子表面に形成されるプラズモン場が金属ナノ粒子間で重なることでより強いプ
ラズモン場が形成されることによるものである．
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Fig. 1.6: (a) Schematic illustration of mechanism of Raman scattering and Rayleight
scattering[https://www.jasco.co.jp/jpn/technique/internet-seminar/raman/raman1.html]. (b)
Schematic illustartion of SERS mechanism[Y. Ozaki,“赤外ラマン分光法の新展開 ―表面増強ラマン
散乱の原理と応用―,”Horiba Tecnical Reports 32, 32-37 (2006).].

1.3.3 屈折率

屈折率によるセンシング手法の 1つに物質が固有に持つ屈折率の特性を利用するものがある．
屈折率の実部は電磁波の位相を，虚部は光の吸収を表すことから，光の吸収を利用することで
センシングが可能である．光の吸収を利用したもので有名なものは吸収分光である．物質を構
成する原子・分子が持つバンドギャップが異なるので，物質に光を照射すると特定の周波数の光
のみを吸収する．吸収した光の周波数から物質の同定を，その減衰量から物質の分子量を測定
することができる．Fig. 1.7にマイクロリング共振器を用いてメチルアミンの赤外分光を行っ
た研究例を示す [26]．微小光共振器を用いて吸収分光を行う場合，検出対象の吸収によって変
化するものはスペクトルのディップ幅である．これは検出対象の吸収によって光の損失が増え，
Q値が低下するためである．
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Fig. 1.7: (a) Illustration of the sensor design wit a straight waveguide coupled to a ring resonator and a
microfluidic channel on top. (b) Transmittance spectrum of a ring resonator. Q factor of ring resonator
is 120,000. (c) Absorption spectrum for N-methylaniline mesured using a ring resonator(points) and
with a commercial spectrophotometer(solid line).[A. Nitkowski, et al., “ Cavity-enhanced on-chip
absorption spectroscopy using microring resonators,”Opt. Express 16, 11930-11936 (2008).]

1.3.4 微小光共振器

先述した蛍光や振動，屈折率によるセンシングを行う際，昔はそれらを直接測定していた．
しかし，検出対象が 1分子など小さくなるにつれて測定する際に得られる信号は小さくなる．
得られる信号が小さくなると背景雑音の信号と区別するのが困難となるため，背景雑音の影響
を少なくするために測定は極低温で行われるのが主流であった．この背景雑音の問題を解決す
るために用いられたのが共振器である．共振器と検出対象が相互作用を起こすと共振器の特性
が変化するため，共振器と検出対象が相互作用していることがわかる．たとえば振動を測定す
る際にはカンチレバーに検出対象が付着し，有効質量が増すため共振周波数が変化する．また，
屈折率を測定する際には検出対象と光のモードとのオーバーラップにより共振周波数が変化す
る．共振器を用いることで向上する検出感度は共振器の持つQ値と V によって決まり，Qが
高く V が小さいほど検出感度は高くなる．Q値が高くなると透過スペクトルにおいてディップ
の幅が狭くなるため，より小さい共振周波数の変化を観測することが可能になる．また V が小
さくなるほど共振モードにおける検出対象による変化が大きくなるため，背景雑音の影響を少
なくすることができる．したがって，Qが高く V が小さいほど検出感度は高くなるといえる．
Fig. 1.8に主要な共振器の検出感度を示す [27]．Fig. 1.8において左上にいくほど検出感度は
高くなる．そのため，本研究では Fig. 1.8において最も検出感度が高いとされているシリカト
ロイド共振器を用いる．
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Fig. 1.8: Comparison of different sensing techniques. The x-axis shows the overlap which is normalized
to the volume of IgC protein (～180 nm3) and compared to the sensing mode. The y-axis shows the Q
factors of cavities.[J. M. Dobrindt,“Bio-sensing using toroidal microresonators and Theoretcal cavity
optomechanics,”PhD Thesis (2012).]

1.4 微小光共振器を用いたセンシング研究

1.4.1 高感度化

微小光共振器を用いたセンシングの高感度化の手法として広く知られているものは共振器に
希土類イオンをドープすることによるレーザ発振である．これはレーザ発振を起こすことで共
振器の線幅が狭くなることを利用している．
Fig. 1.9はNd3+をドープしたシリカトロイド共振器を用いて温度センシングを行った例であ

る [28]．Nd3+をドープしたシリカトロイド共振器のQ値は 765 nmの波長において 3.1× 105

（Fig. 1.9(c)），1064 nmの波長において 1.1× 106（Fig. 1.9(d)）である．シリカトロイド共
振器をはじめとした微小光共振器は熱光学効果により共振モードが変調されることで共振波長
シフトが生じる．レーザ発振の場合は共振器のモードが変調されることによるレーザ発振周波
数の引き込みが起こることでレーザ発振波長がシフトする．さらにこの研究では，より高感度
なセンシングを行うために Fig. 1.9(b)のように光源を 2つ用いることでヘテロダイン検波を
行い，ビート周波数の変化を観測している．ヘテロダイン検波を行うことでより高感度な検出
ができるのは低周波数の方が高感度な計測機器が多くあるためである．Fig 1.9は温度変化に対
する (e)共振波長変化，(f)発振波長変化，(g)ビート周波数変化を示しており，共振波長変化
による検出の感度は 0.40℃，発振波長変化による検出の感度は 0.77℃（測定に用いたOSAの
感度による），ビート周波数変化による検出の感度は 0.00080℃とビート周波数変化による検
出の感度が非常に高いことがわかる．
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Fig. 1.9: Schematics of experimental setup (a)for measuring shifts in resonant and laser wavelength
and (b)for heterodyned measurement. Representive transmission spectrums are obtained near (c)
778 nm and (d) 1064 nm. The temperature change was measured by (e)resonant wavelength based
sensing, (f)OSA temparature sensing, and (g)heterodyned temperature sensing[A. J. Maker and A.
M. Armani,“ Heterodyned toroidal microlaser sensor,”Appl. Phys. Lett. 103, 123302 (2013).].

また，高度なセンシングを行う手法としてモード分裂を用いるものもある．モード分裂はWGM

型共振器が正円形からずれることで，CW（clockwise）モードとCCW（counter-clockwise）モー
ドの共振波長がずれることにより生じる．一般的にWGM型共振器内のモードは CWモード
またはCCWモードの一方しか存在しないが，WGM型共振器表面に散乱体があると散乱光が
生じる．その散乱光が逆回りに伝搬するモードと結合するため，CWモードとCCWモードが
同時に存在する．モード分裂を用いるセンシングが高感度であるのはCWモードまたはCCW

モードのどちらかを referenceとして使うことができ，熱や振動などの外乱の影響を低減する
ことができるためである．Fig. 1.10にモード分裂を利用してシリカトロイド共振器表面に付着
したKCl粒子の検出をした例を示す [29]．
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Fig. 1.10: (a) Schematic of the experimental setup. (b) Illustration of the coupled nanoparticle-
microtoroid system. κ1, nanoparticle-microtoroid coupling rate; κ0, material and radiation losses;
g, coupling efficients of the light scattered into the resonator; ΓR, additional material and radiation
loss rate. (c) Series of normalized transmissional spectrum taken at 1550 nm wavelength band and
corresponding optical images recorded without nanoparticle and with four successive depositions of
KCl nanoparticles. (d) Normalized splitting 2g/ωc versus particle number for KCl nanoparticles. 2g,
splitting frequency; ωc, resonance frequency[J. Zhu, et al.,“On-chip single nanoparticle detection and
sizing by mode splotting in an ultrahigh-Q microresonator,”Nature Photonics 4, 46-49 (2009).].

さらに，微小光共振器を用いることでタンパク質や DNA，ウイルスなど微細なバイオ物質
のセンシングも可能となる [30]．ここでは，フォトニック結晶型共振器レーザを用いて生細胞
のイメージングを行った研究を紹介する [31]．用いられた生細胞は HeLa細胞というヒト子宮
頸がん由来の細胞で，大量培養が容易であるため in vitroでの細胞を用いる試験や研究に広く
用いられる細胞である．この研究ではまず Fig. 1.11(a)のような効率が 100％である 441個の
フォトニック結晶レーザアレイを作製したところ，Fig. 1.11(b)のようなイメージングを行う
ことができ，～10−2の屈折率の分解能を得た．さらに屈折率の分解能を向上させるために，ナ
ノスロットをそれぞれのフォトニック結晶レーザに組み込むことで Fig. 1.11(c)のような効率
が 100％である 144個のアレイを作製した結果，Fig. 1.11(d)のようなイメージングを行うこ
とができ，屈折率の分解能は 2× 10−3とナノスロットを組み込む前と比べて約 5倍屈折率の分
解能を向上することに成功した．この研究を行った H. Abeらはこの研究の他にもナノスロッ
トを組み込んだフォトニック結晶レーザを用いて様々なバイオ物質の検出を行っている．
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Fig. 1.11: (a)Optical micrograph image of fabricated nanolaser array and SEM image of one
nanolaser(left). Near-field pattern of laser emission from te 441-nanolaser array(right). (b)Observation
of HeLa cells attached on a nanolaser array. (c)SEM image of a single fabricated nanoslot
nanolaser(left) and near-field pattern of the 144-nanolaser array(right). (d)Time eveluation of mov-
ing HeLa cell observed in the nanoslot nanolaser array[H. Abe, et al.,“ Living-cell imaging using a
photonic crystal nanolasr array,”Opt. Express 23, 17056-17066 (2015).].

1.4.2 実用化

WGM型共振器を用いた測定の際には共振モードを励起させる必要があるが，レーザ光など
の通常の光では空気中と共振器中での位相速度に違いが生じてしまうため，WGM型共振器に
共振モードを励起させることができない．一方，エバネッセント光では空気中と共振器中での
位相速度の違いが生じないため，共振モードを励起させることができる．近年ではエバネッセ
ント光による共振モードの励起は殆どテーパファイバ [32]を用いて行われている．しかし，エ
バネッセント光はテーパファイバから波長程度の領域にしか存在することができず，結合効率
は共振器とテーパファイバ間の距離によって大きく変化するため，共振モードを励起させるた
めには共振器とテーパファイバの µm～nmオーダーでの精密な制御が必要となる．そのため
2010年以降，共振器と導波路を共振モードが励起する状態で固定化することでWGM型共振
器を用いたセンサの実用化を試みた研究が行われ始めた．
共振器と導波路の固定化の研究において最も主な手法はUV硬化剤を用いたものである．Fig.

1.12は (a)シリカトロイド共振器，(b)微小球共振器をそれぞれ UV硬化剤を用いて固定化し
た研究例である [33][34]．これらの研究では 1.33～1.35の低屈折率の UV硬化剤を用いること
で共振器とテーパファイバの固定化に成功し，Q値も (a)1 × 107，(b)4.0 × 106という高い値
となっているが，共振器全体あるいは一部をUV硬化剤で覆っているため粒子のセンシング応
用に用いることが難しいという問題がある．
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Fig. 1.12: (a)Schematic illustlation of fiber taper-coupled silica toroid microcavity packaging process
and the obtained Q factor[31]. (b)A micrograph of microsphere resonator and tapered fiber packaging.
The upper-right graph shows Q factor before packaging and lower-right graph shows Q factor after
packaging[Y. Yan, et al.,“ Packaged silica microsphere-taper coupling system for robust thermal
sensing application,”Optics Express 19,5753-5759 (2011).].

また，共振器と導波路の固定化の手法としてチップ上にシリカトロイド共振器と導波路を作
製した例もある．シリカトロイド共振器作製の場合にはCO2レーザリフローを行うため，フォ
トリソグラフィ後の共振器のサイズと完成した共振器の大きさが異なる．そのため，シリカト
ロイド共振器と導波路をチップ上に作製するのは難しいと考えられていたが，酸化膜の厚さを
うまく設計することで Fig. 1.13のようにシリカトロイド共振器と導波路をチップ上に作製し，
Q = 4.3× 106と高Q値を得た研究が報告された [35]．

Fig. 1.13: (a)Renderings and schematics of waveguide and toroid microcavity structure before and
after laser reflow process. (b)SEM image of waveguide and toroid microcavity structure[X. Zhang,
and A. M. Armani,“ Silica microtoroid resonator sensor with monolithically integrated waveguides,”
Optics Express 21, 22934-22942 (2013).].

他にも，レーザリフローによって共振器とテーパファイバの結合面を溶かすことで融着する
という共振器と導波路の固定化の方法もある．この方法によりシリカトロイド共振器とテーパ
ファイバを固定化したものを流路中に設置することで液体中のNaClの含有率を測定した研究
もあるが，Q値は 3.12× 105に留まっている [36]．
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Fig. 1.14: Schematic illustration of assembling a fiber taper onto the microresonator and SEM
images of the fiber taper welded to the sidewall of toroid microcavity[J. Songa, et al.,“Fabrication of
an integrated high-quality-factor (high-Q) optofluidic sensor by femtosecond laser micromachining,”
Optics Express 22, 14792-14802 (2014).].

1.4.3 近年の研究の傾向

先に述べたように，微小光共振器を用いたセンシング研究の主な観点として高感度化と実用
化があげられる．高感度化においてはヘテロダイン検出やモード分裂を用いることで 12.5 nm

のポリスチレン粒子やインフルエンザAウイルス [30]といった非常に小さな物質の検出や，生
細胞のイメージングも行われている．一方，実用化においてはセンシング応用が難しい，高度
なプロセス技術が必須である，Q値が低い，といった問題があるなどまだ途上の研究である．
したがって，高感度かつ実用的なセンシング技術を構築することは世界的にもインパクトがあ
る研究となると考えられる．

1.5 オプトフルイディクス

採血による検査は検査結果が出るまでに時間がかかることが問題とされてきた．また，患者
の負担を減らすために少ない採血量での診断が求められている．すなわち，迅速かつ超小型の臨
床検査装置の開発に対する需要が近年高まっている．これに対する解決策として最も期待され
ているのがチップ上で化学反応を行い，診療現場での即時検査を可能とするものとして注目さ
れているPOCT（Point of Care Testing）診断機器である．POCT診断機器は，Lab-on-a-chip

やμ-TAS（Micro-Total Analysis System：微量統合分析システム）の技術をバイオ・医療分野
に応用したものであり，開発には 2つの技術の発展が必要と考えられている．1つ目は半導体
ベースの光学や光エレクトロニクス，ナノフォトニクスなどの光分析技術である．2つ目は検体
となる溶液を流し，反応のために混ぜ合わせる微小流路系，特に半導体作製技術から発達した
MEMS技術を用いてシリコンやガラスにμmオーダの微小流路をフォトリソグラフィ―で作
製し，流路内で流体の取り扱いをするマイクロフルイディクスである．これらの光学（Optics）
と流体光学（Fluidics）の利点を融合した研究分野はオプトフルイディクス（Optofluidics：光
流体工学）と呼ばれ，近年急激に発達している分野の 1つである．
オプトフルイディクスは先に述べたようなバイオ・医療分野以外にも様々な応用に利用され

ている．その代表例としてLL（Liquid-core/Liquid-cladding）導波路があげられる [37]．LL導
波路はFig. 1.15のようにクラッドをより低い屈折率の溶液が流れる微小流路，コアをより高い
屈折率の溶液が流れる微小流路とし，これらを基板上に光ファイバに相当する構造で形成した
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導波路である．一般的な導波路に比べて LL導波路は溶液の種類や溶液の流速や圧力を変える
ことで光学特性をコントロールすることができるという利点があるのでμTASの分野において
非常に有用であると考えられている．他にも，オプトフルイディクスは顕微鏡法 [38]や SERS

を用いた化学センサ [39]，光合成によるバイオエネルギー生成などのエネルギー変換 [40]など
幅広い分野に用いられている．オプトフルイディクスの応用として近年注目されている分野の
1つは光を用いた粒子操作であり，1970年に光の放射圧を用いた光浮揚を初めて観測して以来，
オプトフルイディクスを用いた粒子の分類やレーザはさみ，レーザピンセットなど広く用いら
れるようになった [41]．単一粒子や単一細胞の電荷の変化にも周囲の媒質の電荷の変化にも依
存せず，細胞生存性の影響も無視できるため，オプトフルイディクスの技術を用いることで電
気泳動や磁気泳動による粒子操作よりも簡単に単一粒子や単一細胞の操作を行うことができる
という利点がある．

Fig. 1.15: Optical micrograph of the liquid-core/liquid-cladding waveguide(left) and fluorescence
micrograph of the liquid/liquid waveguide(right). The core fluid has been dyed for visualization
purpose only. [D. B. Wolfe, et al.,“Dynamic control of liquid-core/liquid-cladding optical waveguides,”
PNAS 101, 12434-12438 (2004). ].

また，オプトフルイディクスの発展にはレーザ加工の技術の発達も大きくかかわっており，
Fig. 1.16のようにフェムト秒レーザを用いてガラス内部に 3次元流体構造を構築したうえで，
光導波路やミラー，レンズなどのマイクロ光学素子を集積化する研究も多数報告されている
[41]．これらの素子はマイクロ流体チップと呼ばれ，マイクロ流体チップには環境負荷の低減
が可能であることや持ち運び可能であること，使い捨て可能で安価であること，安全性が高い
ことなどの利点があり，オプトメカニクスを用いることで微少光共振器を用いたセンサの高感
度化と実用化が期待されるとともに，工場など生体に有害な物質のリモートセンシングなどに
も利用可能である．
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Fig. 1.16: Various devices for optofluidics[(a)P. Measor, et al.,“On-chip surface-enhanced Raman
scattering detection using integrated liquid-core waveguides,”Appl. Phys. Lett. 90, 211107 (2007).
(b)K. S. Lee, et al.,“Refractive-index-based optofluidics particle manipulation,”Appl. Phys. Lett.
103, 073701 (2013).(c)Y. Hanada, et al.,“ 3D microfluidic chips with integrated functional microele-
ments fabricated by a femtosecond laser for studying the gliding mechanism of cyanobacteria,”Lab.
Chip 11, 2109 (2011).].

1.6 アンモニアガスセンサ

アンモニアガスは冷却装置や肥料の原料として用いられていたり，自動車の排ガスやコンク
リートの壁に含まれていたりするなど我々の生活に身近なガスである．しかし，アンモニアガ
スは毒性や可燃性を持つ気体であるうえ，刺激臭はあるものの人間の臭気限界は 5 ppmであ
るため，アンモニアガス濃度をモニタリングしながら使用しなければ事故につながったり，環
境や人体に有害となる危険性がある．また，呼気中のアンモニアガス濃度を測定することで肝
性脳症の診断に利用できることが知られている．そのため，アンモニアガスセンサは広く研究
されているセンサの 1つである．
ガスセンサには電気化学式や水晶振動子式など様々な方法があるが，低価格で長寿命かつ安

定であることからアンモニアガスセンサとして最も用いられているのは半導体センサである．
半導体ガスセンサに用いられる粒子の 1つに酸化スズがある．数百度の温度で酸化スズ粒子を
酸素中に曝すと，酸素が酸化スズ粒子中の電子を捕捉し粒子表面に吸着する．その結果，酸化
スズ粒子に空乏層が形成される．センサに使用される酸化スズ粒子はとても小さいため，空気
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中では粒子全体が空乏層に飲み込まれた volume depletionと呼ばれる状態になっている．Fig.

1.17に酸素分圧を徐々に上昇させたときのエネルギーバンド構造と伝導電子分布の変化を示す
[44]．volume depletionにおいて空乏状態が進行するとフェルミレベルシフトが大きくなり，後
退すると小さくなる．volume depletionにおいて大きさやドナー密度が同じ球状の酸化スズ粒
子からなるセンサの抵抗値 Rは，球状粒子酸化スズ粒子の表面電子濃度 [e]sによって決まる．
[e]sが小さくなればRが大きくなり，[e]sが大きくなればRは小さくなる．このことを利用し
て酸化スズ粒子を用いたセンサはガスの検出を行っている．

Fig. 1.17: Changes of energy band diagram for a grain with a progress in depletion of electrons[N.
Yamazoe, K. Shimanoe,“ Basic approarch to the transducer function of oxide semiconductor gas
sensors,”Sensors and Actutors B 160, 1352-1362 (2011).].

しかし，半導体センサには検出対象以外のガスにも反応するという問題点がある．Fig. 1.18(a)
にアンモニアガス用の半導体センサの各種ガスへの応答特性の例を示す．この問題を解決する
ため，検出対象のガスに対する反応を高める方法として有機膜を用いる方法が研究されている
[45]．Fig. 1.18(b)に示す研究においてはスピンコートにより有機膜を塗布しているが，最適化
した条件下でアンモニアガスに対して同系のトリメチルアミン（TMA）ガス感度を有機膜を塗
布していない場合の 10分の 1に抑えることに成功した．

Fig. 1.18: (a)Response characteristics of commercial ammonia sensor for several gases. (b)Time
response characteristic of ammonia gas and TMA gas using semiconductor ammonia sensor with
organic film[筒口 善央，米澤 保人，橘 泰至,“有機フィルムを用いたセンサの高機能化研究,”石川県
工業試験場平成 17年成果発表会要旨集 (2005).].
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また，poly(acrylic acid)(PAA)と poly(allylamine hydrochloride)(PAH)の多層膜という高
分子電界質溶液によって生成された多層膜を光ファイバにコーティングすることでアンモニア
の検出を行った研究もある [46]．このセンサの構成としては Fig. 1.19(a)のように細径ファイ
バの両端にシングルモード（SM）ファイバがつながっており，細径ファイバのクラッド表面に
PAA/PAH多層膜がコーティングされているというものである．細径ファイバはテーパファイ
バにクラッドがついているものと同様に考えることができる．つまり，SMファイバ中を伝搬
してきた光の一部は細径ファイバ中ではクラッドへとしみ出し，クラッドと空気の間を全反射
しながら進む．クラッド表面にPAA/PAH多層膜がコーティングされているため，アンモニア
ガスによってクラッド中を伝搬する光の位相が変調され，SMファイバで細径ファイバのコア
を伝搬してきた光とクラッドを伝搬してきた光が干渉する際に変化が生じ，強め合ったり弱め
合ったりする．このことを利用してアンモニアガスの検出を行ったものが Fig. 1.19(b)，アン
モニアガスに対するセンサの応答速度を測定したものが Fig. 1.16(c)であり，検出可能なアン
モニアガス濃度の範囲は 0～300 ppm，応答速度は 160 sec.となった．

Fig. 1.19: (a)Schematic illustration of the ammonia sensor based on a polymer-coated thin-core fiber
interferometer. (b)The wavelength shift upon the concentration of ammonia. (c) Dynamic responses
of the sensor deposited with PAA/PAH bilayer films[X. Huang, et al., ”Asia Pacific Optical Sensors
Conference, W4A.19, Shanghai China, October 11-14(2016).].

1.7 本研究の目的

先に述べたようにトロイド共振器を用いて高感度かつ実用的なセンサを作製することができ
れば非常にインパクトのある研究となる．そこで本研究ではトロイド共振器とテーパファイバ
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を固定化した状態で pH，アンモニアガスの検出を行う．まず，トロイド共振器表面に pHやア
ンモニアガスに対して反応性の高い高分子膜であるPAA/PAH多層膜をトロイド共振器に塗布
し，そのトロイド共振器を用いて pHセンサを行う．この際，研究室で既に行われた pHセン
シングの研究よりも詳細な検出を可能とすることを目標とする．次に生体や環境に対して安全
なガスの発生系を構築することで，アンモニアガスを用いた測定を可能にした．そして，パッ
ケージングした共振器をさらにもう 1つ用いることで reference cavityとし，レーザの揺らぎや
温度変化によらないアンモニアガスの検出を行う．その際，市販のセンサや半導体センサ，光
ファイバを用いたセンサよりも高感度である ppbオーダーでの検出を目標とする．
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第2部

原理

2.1 シリカトロイド共振器

序論で述べたように，シリカトロイド共振器はWGM型共振器であり，WGMは表面を浅い
角度で反射しながら伝搬するモードである．シリカトロイド微小光共振器において変数分離で
きる座標が 1つしかないため，モード分布を理論的に解析するのは難しい [47]．したがって，マ
クスウェル方程式を有限要素法を適用できる形まで変形・整理し，その式を計算機を用いて計
算するのが一般的である．そこで，本節ではWGM型共振器のモード分布について，有限要素
法を適用できる形まで変形・整理し，その式を計算機を用いて得られた結果を示す．
WGMを求めるために，まずマクスウェルの方程式に立ち返る．

　∇×H = ε
∂E

∂t
(2.1)

∇×E = −µ
∂H

∂t
(2.2)

∇ · (εE) = 0 (2.3)

(2.1)，(2.2)，(2.3)を代入，整理することで (2.4)を得る．

　∇2E − µε
∂2E

∂t2
= −∇

(
1

ε
E · ∇ε

)
(2.4)

ここで，シリカトロイド微小光共振器は回転対称性をもっているので，xyz座標系より円筒座
標系（Hr，Hϕ，Hz，Er，Eϕ，Ez）を用いる方が適当である．たとえば電界は次のように表
すことができる．なお，各座標の方向は Fig. 2.1のようにとった．

　E(r, ϕ, z, t) = Re[E(r, ϕ, z)ejωt] (2.5)

Fig. 2.1: The coordinate system of toroid cavity.
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次に，共振器中の誘電率が一様だと仮定すると，(2.4)の右辺が 0となるので，(2.5)と組み
合わせることで (2.6)のような波動方程式を得る．

　
(
∇2 + µεω2

)
E = 0 (2.6)

ここで，共振器中の屈折率が一様であり，共振器中を伝わるWGMの偏光が保存されるならば
(2.6)は各座標ごとに扱うことができる．また，µε = µ0ε0n

2 = n2/c2であるので，(2.6)を次
のように変形できる（ヘルムホルツ方程式）．

　

(
∇2 +

ω2n2

c2

)
E = 0 (2.7)

(2.7)の解として，TEモードとTMモードの 2通りが存在する．光が ϕ方向に伝搬すると考え
ると，TEモードは電界ベクトルが伝搬方向と垂直な面内（つまり (r, z)面内）に存在するモー
ドであるので Eϕ = 0，TMモードは磁界ベクトルが伝搬方向と垂直な面内に存在するモード
であるのでHϕ = 0である．さらに，TEモード・TMモードいずれもマクスウェル方程式から
得られる関係式により，1方向の電磁界成分がわかれば他の 4つの成分を求めることができる．
そこで，ここではTMモードに関してEϕを考える．(2.7)にEϕを代入し，ラプラシアンを展
開すると次のようになる．

　

[
∂2

∂r2
+

∂

r∂r
+

∂2

r2∂ϕ2
+

∂2

∂z2
+

ω2n2

c2

]
Eϕ = 0 (2.8)

次に，lを角度方向のモード番号とし，電界を Eϕ = Eϕ(r, z)e
±jlϕと変数分離することで (2.8)

を次のように書き換えることができる．

　

[
∂2

∂r2
+

∂

r∂r
− l2

r2
+　

∂2

∂z2
+

ω2n2

c2

]
Eϕ(r, z) = 0 (2.9)

(2.9)を有限要素法に適した形に書き直し，計算機を用いて計算した結果が Fig. 2.2のように
なる．

Fig. 2.2: The electric field intensity profile |Eϕ|2 of 120µm major diameter and 3µm minor diam-
eter toroid calculated by FEM simulation, showing the fundamental mode(left) and a higher-order
mode(right)[F. Vollmer and S. Arnold,“Whispering-gallery-mode biosensing: labelfree detection down
to single molecules,”Nature Methods 5, 591-596 (2008).].
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2.2 WGM型共振器を用いたセンシング

1.3で述べたように，WGM型共振器はセンシング応用に広く用いられており，様々な手法
が存在する．その中で最も一般的なのは屈折率変化を利用するものである．共振モードは共振
器外にもわずかに分布しているため，共振器の外部環境が変化することで共振モードの屈折率
が変化し，共振器の共振波長が変化することによりセンシングを行う．以下でWGM型共振器
に粒子が付着すると共振波長がシフトする理論について述べる [48]．

Fig. 2.3: Model for estimating WGM microcavity biosensor layer sensitivity. Bare microsphere
supporting a WGM(left) and WGM microcavity after the addition of a layer of thickness ∆R(right).

Fig. 2.3の左図は半径Rの微小球共振器の周に沿って光が伝搬している様子であり，一周す
ると位相が元に戻る．共振している状態は，nを微小球光共振器の屈折率，mを整数として次
のように表せる．

　
mλr

n
= 2πR (2.10)

このとき，共振波長の変化は半径の変化∆Rあるいは屈折率の変化∆nを用いて次のように書
くことができる．

　
∆λr

λr
=

∆R

R
+

∆n

n
(2.11)

つまり，半径もしくは屈折率が大きくなると波長が長波長側にシフトする．ここで，半径のみ
が大きくなると考えると，共振器の周に沿って等しい数の波を持って共振しているとき（Fig.

2.3 左図），半径Rが増大すると共振波長も増大する（Fig. 2.3 右図）．これを式で表すと次の
ようになる．

　
∆λr

λr
=

∆R

R
(2.12)

これがWGM微小光共振器の波長シフトの理論の基本式であり，上のような考え方は微小球共
振器が一様な屈折率である場合，マクスウェル方程式を満たす．
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次に，Fig. 2.4のような，共振器表面の位置 riに粒子が付着したモデルを考える [49]．

Fig. 2.4: Nanoscopic at position ri on the surface of a sphere near a tapered fiber core. The　 sphere
and fiber are surrounded by an aqueous solution[S. Arnold, et al.,“Shift of whispering-gallery modes
in microspheres by protein adsorption,”Optics Letters 28, 272-274(2003).].

共振器の共振モードから生じる位置 rにおけるエバネッセント場をE0(r)e
jωtとする．この

エバネッセント場によって双極子モーメント δpejωtが生じる．双極子モーメントにより共振状
態において共振波長シフトに必要な光子エネルギー

　h̄δω = −δp ·E∗
0(ri)/2 (2.13)

が生じる．また，双極子モーメントは分極率 αexの実部を用いて次のように表現することがで
きる．

　δp = αexE0(ri) (2.14)

位置 riに粒子が付着したことで生じたエネルギーによって位置 riにおいて周波数がわずかに
シフトすることから次のような関係が成り立つ．

　 (
δω

ω
)i ≃

−αex|E0(ri)
2|

2
∫
εs|E0(r)2|dV

(2.15)

微小球共振器の誘電率 εsが共振器内で一様である場合，分母の積分は微小球共振器内部全体に
ついて行われるという近似を行うことができる．また，積分の前の係数の 2は電界と磁界の関
与を等しく考えるための補正項として加えられている．
(2.15)は 1つの粒子が微小球共振器に付着した場合を考えているが，実際には共振器に複数

の粒子が共振器表面にランダムに付着する．したがって，N 個の粒子が共振器表面にランダム
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に付着する場合を考えるために次のようにおく．

　
N∑
i

|E0(ri)|2 ≃ σp

∫
|E0(r)|2dA (2.16)

ただし，σ0は共振器表面に付着した粒子の密度を表しており

σ0 =
N

4πR2
(2.17)

である．また εsは真空の誘電率 ε0と比誘電率 εrsを用いて εs = ε0εrsと書ける．これらの関
係を用いると上式は次のようになる．

　
δω

ω
≃ −αexσp

2ε0εrs

∫
|E0(r)|2dA∫
|E0(r)|2dV

(2.18)

ここで，位置 rにおける電界を TEモードとし

E0 = Ainjl(kor
√
εrs)L̂Y lm (2.19)

と定める．ただし，Ainは振幅，jl(z)は球面ベッセル関数，L̂は角運動量（L̂ = −ir × ∇），
Y lmは球面調和関数である．(2.18)において，分子と分母に同じ被積分関数を含むので次のよ
うに書き換えることができる．

　
δω

ω
≃ − αexσs

2ε0εrs

[jl(k0R
√
εrs)]

2R2∫ R
0 [jl(k0r

√
εrs)]2r2dr

(2.20)

ここで，Rは微小球共振器の半径であり，共振時には微小球共振器の周囲の媒質の比誘電率 εrm

を用いて次のように分母の積分を近似できる．

　
∫ R

0
[jl(k0r

√
εrs)]

2r2dr ≃ R3

2
[jl(k0R

√
εrs)]

2[
εrs − εrm

εrs
] (2.21)

(2.21)を用いて (2.18)を書き直すと次のように簡単な式で表すことができる．

　
δω

ω
≃ − αexσp

ε0(εrs − εrm)R
= − αexσp

ε0(n2
s − n2

m)R
(2.22)

ただし，nsは微小球共振器の nmは周囲の媒質の屈折率である．また，TMモードの場合でも
TEモードと同様に αexσp/Rに依存しており，数％の差しかないので，TMモードの場合でも
(2.22)を用いることができる．したがって，粒子が共振器表面に付着し，共振波長がシフトす
る場合には (2.22)を用いて考えることができる．今回用いた計算のモデルでは，周囲の媒質を
液体としているが，周囲の媒質を空気などの気体としても (2.22)を適用することができる．
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2.3 液中でのWGM型共振器の測定

測定で得られるQ値は以下のようにQtotとして定義される [20]．

　Q−1
tot = Q−1

mat +Q−1
scatt +Q−1

abs +Q−1
coup +Q−1

WGM (2.23)

上式において，Q−1
matは共振器の材料による光吸収，Q−1

scattは散乱による損失，Q−1
absは共振器

表面の物質による光吸収，Q−1
coupは共振器と導波路の結合による損失，Q−1

WGM は全反射が完全
に起こらないときの損失をそれぞれ示している．液中で測定を行う際には液体の光吸収がQ値
を決める要因となるので，光源の選定が重要になる．Fig. 2.5は各波長における水の吸収係数
を示したものである [50]．

Fig. 2.5: Absorption coefficient of water[W. M. Irvine and J. B. Pollack,“ Infrared optical properties
of water and ice spheres,”Icarus 8, 324-360 (1968).].

WGM型共振器の測定によく用いられている波長は 1550 nmであり，この波長における吸収
係数は 9.6 cm−1である．1550 nmの波長において水中で得られるQ値を計算する．ランベル
トベールの法則を以下に示す（ただし，αを吸収係数とする）．

　 I 　 = I0 exp(−αz) (2.24)

上式を用いることで，光強度が 1/eになる距離 zを算出すると z = 1.04× 10−3 mとなる．こ
の距離 zだけ光が伝搬するのにかかる時間 tは

　 t = z × n

c

= 1.04× 10−3m× 1.44

3.0× 108m/s

= 4.99× 10−12s (2.25)

となる．したがって，水の吸収によるQ値は

　Qabs = 2πν0t

= 6.08× 103 (2.26)
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となり，1550 nmの光源を用いた場合には水中で高いQ値を得ることが難しいことがわかる．
したがって，液中でWGM型共振器の測定を行う際には吸収係数がより小さい波長で行うこと
が多い．たとえば可視～近赤外の帯域（750～780 nm）の場合，760 nmにおける水の吸収係数
は 0.026 cm−1であることから，Qabsを計算するとQabs = 4.58× 106となり，1550 nmの波長
を用いるよりも高Q値となる．

2.4 高分子多層膜

2.4.1 高分子多層膜による pHの検出

1.6で有機膜を用いることでアンモニアガスへの反応性を高める方法があると述べた．有機
膜を作製する際に膜厚を非常に薄くする方法として layer-by-layer depositionが注目されてい
る．Fig. 2.6に示すように，layer-by-layer depositionは基本的には違う電荷を持つ分子同士が
強い静電気力で結合することによって生じる [50]．たとえば正の電荷を持った物質を負の電荷
を持つ高分子電解質溶液に浸すと，溶液中の分子が物質表面に付着する．このとき同じ電荷を
持つ分子同士には静電反発力が生じるので，正の電荷を持つ 1つの分子に 2つ以上の負の電荷
を持つ分子が付着することはない．そのため，この際に構築される膜は 1層に限られ，物質の
表面の電荷は負になる．そしてこの物質を正の電荷を持つ高分子電解質に浸すと，同様に 1層
の膜ができる．この工程を繰り返すことで，できるだけ膜厚の薄い高分子多層膜を作成するこ
とができる．この手法を用いて作製された多層膜は発光デバイスやバイオセンサーなど様々な
研究に用いられている [51]．

Fig. 2.6: Schmatics of the electrostatic layer-by-layer deposition[P. Bertrand, et al.,“ Ultrathin
polymer coatings by complexation of polyelectrolytes at interfaces: suitable materials, structure and
properties,”Macromolecular Rapid Communications 22, 319-348(2000).].

しかし，線形の電荷密度を持つ高分子強電解質は pHの検出はできず，pHの検出を行う際に
は電離度の小さい poly(acrylic acid)(PAA)と poly(allylamine hydrochloride)(PAH)のような
電解質を用いる．
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モル質量が小さい弱酸性あるいは弱塩基性の物質に対して，イオン化について以下のヘンダー
ソン・ハッセルバルヒの式を用いて簡略化できる．

　 pH = pKa+ log
α

1− α
(2.27)

ただし，pKaは弱酸の解離定数を，αは電離度を示している．
モル質量が小さい弱酸性の場合，pKaは固有解離定数 pK0に近い値になり，αの変化もわず

かである．しかし，溶液中の高分子酸に対しては電離度が増えるにつれ，近くにある負の電荷
による静電反発力により新しい酸基から陽子が取り除かれるため，より多くの仕事量∆Feが
必要となる．つまり，弱酸の高分子の実効的な pKaは解離度によるところが大きい．∆Feを
考慮すると，先に示したヘンダーソン・ハッセルバルヒの式は以下のように書き換えることが
できる．

　 pH = pK0 + log
α

1− α
+ 0.434[∆Fe(α,Cs)/RT ] (2.28)

ただし，Csは溶液のイオン強度を示している．解離度の増加とイオン強度の低下，つまり溶液
中の酸性の高分子の実効的な pKaの増加により∆Feの大きさが増すことがわかる．∆Feの
変化は，測定においては多層膜の膜厚の変化として現れる．
2005年には layer-by-layer depositionにより作製されたPAHとpoly(sodium 4-styrensulfonate)(SPS)

の多層膜の評価が行われた [52]．Fig. 2.7左図は PAH/SPS多層膜作製後に pH 2.0の溶液，脱
イオン水（pH ～5.5），pH 10.5の溶液へと順番に浸した時の膜厚を示しており，多層膜の作
製条件によって膜厚の変化の仕方が異なることがわかる．pH 9.3の PAH/SPS溶液で生成さ
れた多層膜は特に pH 2.0の溶液に浸したときに膜厚が大きく変化し，pH 8.3の PAH/SPS溶
液で生成された多層膜は 2回目に pH 2.0の溶液に浸した時に膜厚が大きく変化し，pH 7.5の
PAH/SPS溶液で生成された多層膜はどの溶液に浸した時にも膜厚があまり変化しない．これ
らの結果をまとめて多層膜生成時の PAH/SPS溶液の pH，pHを 2.0→ 10.5→ 2.5に変化させ
たときの膜厚の変化量，溶液中の PAHのイオン度を示したものが Fig. 2.7右図である．この
結果より，pHの変化に応じて膜厚が変化するのは多層膜生成時のPAH/SPS溶液の pHが 9以
上でかつ PAHのイオン度が 50％以上であることがわかる．
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Fig. 2.7: Swelling level of PAH/SPS multilayer films during and after pH treatments. The circles,
squares, and diamonds represent the films assembled at pH 9.3, pH 8.5, and pH 7.5, respectively(left).
Summary of the swelling level of PAH/SPS multilayer films assembled at various pH conditions in
the range of pH 6.5-9.5. The squares, circles, and diamonds represent the first immersion in pH 2.0
water, the second immersion in pH 2.0 water, and immersion in pH 10.5 water, respectively(right)[K.
Itano, J. Choi, and M. F. Rubner,“Mechanism of the pH-Induced Discontinuous Swelling/Deswelling
Transitions of Poly(allylamine hydrochloride)-Containing Polyelectrolyte Multilayer Films,”Macro-
molecules 38, 3450-3460(2005).].

このように多層膜生成時の PAH/SPS溶液の pHに応じて変化が生じる理由として，極性分
子の溶媒において非極性分子や非極性基が溶媒と分離し，凝縮する現象である疎水効果があげ
られている．PAH/SPSの場合においてはイオン化していないPAH，SPS中のベンゼン環が非
極性分子，非極性基にあたり，PAHがあまりイオン化していない状態で多層膜を生成するとイ
オン化していない PAHと SPS中のベンゼン環に引力が働く．この状態の多層膜を pHが高い
溶液に浸しても引力により PAHのイオン化が阻害されるため多層膜が膨張しないと考えられ
る．この研究においてさらに PAH/SPS溶液以外による多層膜も検討されており，弱電解質で
ある PAHのかわりに強電解質である poly(diallyldimethylammonium chloride)(PDAC)を用
いて多層膜を生成した場合には pHの変化に応じた膜厚の変化が全く生じないことや，非極性
基を持つ SPSのかわりに非極性基を持たない poly(vinyl sulfate) potassium salt(SPV)を用い
て多層膜を生成した場合には pHに応じて多層膜の急激な変化が起こらないことが言及されて
いる．したがって，多層膜によって pHを測定するには，先述したように高分子弱電解質の溶
液を用いることに加えて非極性分子，非極性基を持つ物質が必要であることがわかる．
先述したように，高分子弱電解質の溶液と非極性分子，非極性基を持つ物質の組み合わせと

して PAA/PAHがある．PAA/PAH多層膜に関しても評価は行われており，PAA/PAH溶液
の pHを 2.5/2.5，6.5/6.5，3.5/7.5としたものについてそれぞれ検討している [53]．Fig. 2.8に
それぞれの場合における PAAと PAHの最も外側の層の状態について示している．PAA/PAH

溶液の pHが 2.5/2.5である場合（Fig. 2.8(a)），PAHは全てがプロトン化する一方PAAは 30

％しかイオン化せず，最も外側の PAH層においても多くの結合していないカルボキシル基が
残ってしまい安定化しない．PAA/PAH溶液の pHが 6.5/6.5である場合（Fig. 2.8(b)），1番外
側の層がPAAであってもPAHであっても殆どのポリイオンが異なる電荷と結合するため安定
した構造となる．PAA/PAH溶液の pHが 3.5/7.5である場合（Fig. 2.8(c)），PAA溶液とPAH

溶液の pHの差が大きいためそれぞれの層の膜厚が大きくなる．したがって，PAA/PAH溶液
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を用いる際には PAA溶液と PAH溶液の pHをともに 7.0付近に調製することが必要である．

Fig. 2.8: Schematic illustration of the surface of PAA/PAH multilayers with PAA as the outermost
layer at different assembly PAA/PAH pH is (A)pH 2.5/2.5; (B) pH 6.5/6.5; (C) pH 3.5/7.5 [K. Itano,
J. Choi, and M. F. Rubner,“Mechanism of the pH-Induced Discontinuous Swelling/Deswelling Transi-
tions of Poly(allylamine hydrochloride)-Containing Polyelectrolyte Multilayer Films,”Macromolecules
38, 3450-3460(2005).].

2.4.2 高分子多層膜をコーティングした共振器を用いた pHセンサ

Fig. 2.9(a)に PAA/PAH多層膜をコーティングしたファイバによる pHセンサを示す [54]．
構成としては 1.5で示した PAA/PAH多層膜をコーティングしたアンモニアガスセンサと同じ
で，ファイバ細径ファイバの両端にシングルモード（SM）ファイバがつながっており，細径
ファイバのクラッド表面にPAA/PAH多層膜がコーティングされているものとなっている．ク
ラッド表面に PAA/PAH多層膜がコーティングされているため，pHによってクラッド中を伝
搬する光の位相が変調され，SMファイバで細径ファイバのコアを伝搬してきた光とクラッド
を伝搬してきた光が干渉する際に変化が生じる．干渉を起こす際に弱め合う波長を示したもの
が Fig. 2.9(b)である．酸性領域においては pHが大きくなるにつれて長波長にシフトしている
が，塩基性領域においては pHが大きくなるにつれて短波長にシフトしている．
また，pHを検出できる多層膜にはPAH/SPS多層膜やPAA/PAH多層膜以外にもpoly(vinylsulfonic

acid) sodium salt(PVS)と PAHの多層膜など様々な種類の多層膜があり，Fig. 2.10に示すよ
うに pHの変化に対する膜厚の変化も様々である．つまり，pHによる共振波長応答性は共振器
の構造や多層膜生成時の溶液の pH，溶液の種類によって変化すると考えられる．

Fig. 2.9: (a)Schmatic illustration of the fibr-optic pH sensor based on thin-core fiber modal inter-
ferometer(TCFMI) with electrostatic self-assembled nanocoating. (b)The response of the fabricated
TCFMI pH sensor to acidic and alkaline solution. The insets shows the measured spectrum[B. Gu,et
al.,“Low-cost high-performance fiber-optic pH sensor based on thin-core fiber modal interferometer,”
Opt. Express 17, 22296-22302(2009).].
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Fig. 2.10: The avarage bilayer thickness of polyelectrolyte multilayers assembled at each solution
pH(both polyanions and polyanions in the same pH). The avarage bilayer thickness was taken the total
thickness of 20-bilayer films, except for PAA/PDAC, which was from taken from 10-bilayer films[J.
Choi,“ Fundamental studies of pH-sensitivity in polyelectrilyte multilayers,”PhD. Thesis(2004).].
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第3部

シリカトロイド共振器を用いたpHセンシング

3.1 pHセンサの作製

シリカトロイド共振器そのままでは pHに対する反応性が殆どないので，2.4で述べた pHの
変化に応じて膜厚が変化する高分子電解質の多層膜であるPAA/PAH多層膜を共振器表面に積
層することで pHセンサとして用いることを試みた．以下に PAA/PAH多層膜を積層する手順
を示す．

1. シリカトロイド共振器を作製した．

2. PAA溶液と PAH溶液の pHが 7.0に近づくように塩化ナトリウムを用いて調製した．

3. シリカトロイド共振器をピラニア溶液（硫酸：過酸化水素水 = 7：3）で洗浄した．

4. シリカトロイド共振器を大量の超純水で 5分洗浄した．

5. エアガンを用いてシリカトロイド共振器に付着した水分を飛ばした．

6. トロイド共振器を PAH溶液に 4分間浸した．

7. トロイド共振器を超純水で 1分間洗浄した．

8. トロイド共振器を PAA溶液に 4分間浸した．

9. トロイド共振器を超純水で 1分間洗浄した．

10. 6～9の工程を繰り返し，トロイド共振器に 20層の PAA/PAH膜を積層した．

11. シリカトロイド共振器を 60℃のオーブンで 2時間加熱した．

PAA，PAHは SIGMA-ALDRICH社から購入したものを使用した．PAAは溶液の状態で販売
されており，容量：100 mL，質量濃度：45％，溶液密度：13.2 g/mL，分子量：1200である．
この溶液 0.2 mLを 30 mLの超純水で希釈し，膜生成に使用した（≈ 3.3 mM）．PAHは粉末
の状態で販売されており，質量：5 g，分子量：15000である．この粉末を 200 mLの超純水で希
釈した．PAHには感光性があるため，褐色の容器で保管した．膜生成の際にはこの溶液 5 mL

を 30 mLの超純水で希釈して使用した（≈ 2.4 mM）．溶液調整後の pHはそれぞれPAA：9.8，
PAH：3.6であったが，塩化ナトリウムを加えることで pHをそれぞれ PAA：8.5，PAH：5.8

とした．シリカトロイド共振器の表面は通常正にも負にも帯電していない中性の状態だが，3

～5の工程を行うことでシリカトロイド共振器の表面が負に帯電する．この状態で水溶液中で
陽イオンになる PAH溶液と陰イオンになる PAA溶液に交互に浸すことで静電気力によって 2

分子膜が積層される．この方法は ESA（Electrostatic self-assembly）と呼ばれる．PAA溶液
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あるいは PAH溶液に浸した後で超純水で洗浄しているのは，シリカトロイド共振器の表面に
過剰に付着したPAA，PAHやそれ以外の物質を取り除くためである．また最後に 60℃のオー
ブンで 2時間加熱したのはシリカトロイド共振器を十分加熱することで熱架橋を行うためであ
り，空気中に 1日置いておくことで乾燥させている研究例もある [55]．
Fig. 3.1において (a)作製直後のシリカトロイド共振器，(b)シリカトロイド共振器に 20層

の PAA/PAH多層膜を積層したもの，(c)シリカトロイド共振器に 30層の PAA/PAH多層膜
を積層したものの光学顕微鏡の画像を示している．Fig. 3.1(a)(b)からわかるように，シリカ
トロイド共振器に 20層の PAA/PAH多層膜を積層したものは積層前後で見た目の変化は殆ど
なかった．Q値を測定したところ，PAA/PAH多層膜を積層する前のシリカトロイド共振器の
Q値はQ = 6.2× 106，積層した後のシリカトロイド共振器のQ値はQ = 1.2× 106であった．
一方，Fig. 3.1(a)(c)からわかるように，シリカトロイド共振器に 30層の PAA/PAH多層膜
を積層したものはシリカトロイド共振器表面が白くなっていることがわかる．この状態ではQ

値を測定することはできなかった．これはPAA/PAH溶液の濃度調製の際に用いた塩化ナトリ
ウムあるいは PAA/PAH多層膜の厚さに由来すると考えられる．PAA溶液と PAH溶液の pH

の調製には塩化ナトリウムを用いているが，塩化ナトリウムの量が多すぎると調整前の PAA

溶液あるいは PAH溶液に溶けきらず，その結果シリカトロイド共振器表面に塩化ナトリウム
が積層された可能性は大いにある．また，1層の PAA/PAH膜の厚さが 20～30 nm程度であ
るため [56]，30層の PAA/PAH膜を積層すると 600～900 nm程度の厚みになる．PAA/PAH

多層膜はシリカトロイド共振器表面の全面に積層されるため，600～900 nm程度の厚みのある
PAA/PAH多層膜により光を閉じ込めることができなくなることも考えられる．1層の厚みを
薄くすることは難しいので PAA/PAH多層が厚いために Fig. 3.1(c)のようになっている場合
には 30層の積層は難しい．しかし，塩化ナトリウムによって Fig. 3.1(c)のようになっている
場合には調整前の PAA溶液あるいは PAH溶液の pHを 7.0に近づけておくことで塩化ナトリ
ウムの量を減らすことができるため，30層の積層が可能になると考えられる．

Fig. 3.1: (a)Optical microscope images of (a)fabricated silica toroid microcavity, (b)aftter 20
PAA/PAH bilayers deposition, and (c)after 30 PAA/PAH bilayers deposition.
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3.2 測定方法

以前に研究室において，3.1で述べたものと同様の手順で作製したシリカトロイド共振器に
よる pHセンサを用いて硫酸水溶液と水酸化カリウム水溶液の中和滴定の実験が行われた [55]．
使用した硫酸水溶液は濃度 98％の硫酸 2 mLを超純水 200 mLで希釈したもの，水酸化カリウ
ム水溶液は濃度 47～49％の水酸化カリウム 2 mLを超純水 200 mLで希釈したものである．こ
の時行った実験手順を以下に示す．

1. 超純水 1 mL，硫酸水溶液 0.25 mL中で多層膜を積層したシリカトロイド共振器の透過ス
ペクトルを測定した．

2. 水酸化カリウム水溶液を 0.375 mL追加して透過スペクトルを測定した．

3. 水酸化カリウム水溶液を 0.125 mL追加して透過スペクトルを測定した．

4. 溶液が十分塩基性になるまで水酸化カリウム水溶液を 0.125 mLずつ加えた．

5. 硫酸水溶液を 0.125 mL追加して透過スペクトルを測定した．

6. 溶液が十分酸性になるまで硫酸水溶液を 0.125 mLずつ加えた．

Fig. 3.2は上記の実験手順を手順 4まで行った際の (a)市販のコンパクト pHメータを用い
て測定した水酸化カリウム水溶液滴定量に対する pH，(b)水酸化カリウム水溶液滴定量に対す
る 20層のPAA/PAH多層膜を積層したシリカトロイド共振器の共振波長，(c)溶液の pHと 20

層のPAA/PAH多層膜を積層したシリカトロイド共振器の共振波長の関係をそれぞれ示してい
る [57]．また，Fig. 3.2において黒点は水酸化カリウム水溶液を加える操作を，赤点は硫酸水
溶液を加える操作を示している，
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Fig. 3.2: Relationships between (a)titer of KOH and pH measure with commercial pH meter, (b)titer
of KOH and resonant wavelength measured with a silica toroid cavity with 20 PAA/PAH bilayers,
and (c)pH and resonant wavelength[J. Nishimura, et al.,“ NaCl ion detection using a silica toroid
microcavity,”Applied Optics 54, 6391-6396 (2015).].

Fig. 3.2(a)(b) より，市販の pH センサを用いた際に観測された pH ジャンプが 20 層の
PAA/PAH多層膜を積層したシリカトロイド共振器を用いた際にも観測されており，PAA/PAH

多層膜を積層したシリカトロイド共振器が pHセンサとして機能していることがわかる．また，
Fig. 3.2(c)は Fig. 2.9(b)と同様の傾向を示しているため，実験結果が妥当であると考えられ
る [57]．
しかし，中和滴定の実験では pHジャンプが生じるため pH 7.0付近での挙動はわからない．

そこで，予め pHを調製した溶液を用いることで pH 7.0付近での挙動を明らかにすることを考
えた．液中測定を行う際には Fig. 3.3のようなテーパファイバを液中に入れるための切込みが
あるアクリル製の容器を用いるが，用いる溶液を変えるためにはテーパファイバを容器から出
し，再度シリカトロイド共振器とのアライメントをする必要がある．一般的にシリカトロイド
共振器とテーパファイバのアライメントは横カメラと上カメラを用いて二方向から位置関係を
確認しながら行うが，液中測定ではアクリル製の容器があり横カメラを使うことができないた
め，一方向からしか一 kン系を確認することができず，アライメントがシビアになるという問
題が生じる．
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Fig. 3.3: The container for measurement of transmittance specturm of a silica toroid microavity in
liuid environment.

そこで，シリカトロイド共振器とテーパファイバを共振する状態で固定化することでこの問
題を解決することを考えた．まず，シリカトロイド共振器とテーパファイバの固定化の手順を
以下に示す．

1. UV硬化剤を用いてシリカトロイド共振器のチップをシリコンダミーウエハ上に固定した．

2. UV硬化剤を用いて小さいシリコンチップを 2箇所固定した．このときシリコンチップが
用いるシリカトロイド共振器の両隣に来るようにした．

3. シリコンチップ上にUV硬化剤を 0.1 mL程度塗布した（Fig. 3.4(a)）．

4. 上カメラと横カメラで確認しながらシリカトロイド共振器とテーパファイバのアライメ
ントを行った（Fig. 3.4(b)）．

5. UV光を 20分程度照射した（Fig. 3.4(c)）．この時のシリカトロイド共振器とテーパファ
イバの SEM画像を Fig. 3.5(a)に示す．

6. 調芯装置から取り外した後，UV硬化剤を塗布したシリコンチップより外側に 2箇所シリ
コンチップをUV硬化剤を用いて固定した．

7. 新しく固定したシリコンチップの上にUV硬化剤を塗布し，UV光を 1分程度照射した．

8. シリコンダミーウエハごとアルミケースに入れることで持ち運び可能なパッケージング
とした（Fig. 3.5(b)）．
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Fig. 3.4: Schematic illustration of the expetimental procedure for packaging a silica toroid microcavity
and tapered fiber. (a)A small drops of UV curable polymer are placed on silicon chips which is placed
both sides of a cavity. (b)Tapaerd fiber is aligned in order to couple light with a cavity. (c) UV light
is exposed for about 20 minutes.

Fig. 3.5: (a)SEM image of packaging a silica toroid microcavity and tapered fiber. (b)Photograph
of a packaged device installed in a metal case connected with input and output fibers.

使用した UV硬化剤は NORLAND社の NOA81である．NOA81の屈折率は 1.63で，短時
間のUV光照射によって高硬度で固まるという性質を持っている．また，UV硬化剤は硬化す
ると収縮するという性質を持つため，UV硬化剤の量が多いと Fig. 3.6のようにUV光照射前
後でテーパファイバの位置が大きく変わるという問題が生じる．そのため，UV硬化剤をシリ
コンチップ上に塗布することでシリカトロイド共振器とUV硬化剤を塗布した面の高低差を小
さくし，用いる UV硬化剤の量をできるだけ少なくした．UV光を照射した後に新たに 2箇所
シリコンチップを固定し，その上にUV硬化剤を塗布することで安定性を高めた．その後，シ
リコンダミーウエハごとアルミケースに入れることで持ち運びを可能にするとともに，密閉容
器に入れてデシケータ中で保管することでシリカトロイド共振器表面にOH−1基が付着するこ
とを防いだ．
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Fig. 3.6: Change of the position of tapered fiber (a)bafore and (b)20 minutes after UV light exposure.

作製したパッケージングを用いて，Fig. 3.7に示すように予め pHを調製した溶液をシリカ
トロイド共振器の横から注ぐことで pHセンシングを行った．酸性の溶液と塩基性の溶液が混
ざると中和反応を起こす可能性があるため，酸性領域と塩基性領域で分けて測定を行い，酸性
領域においては pH 7.0 → pH1.0の順に，塩基性領域においては pH 7.0 → pH 14.0の順に溶
液を注いだ．溶液を注ぐ際はテーパファイバを切らないように十分注意し，pHの異なる溶液
を注ぐ前には超純水を注ぐことで pHを調製した溶液同士が反応して pHが変化することを防
ぐようにした．用いる溶液の調製は硫酸水溶液と水酸化カリウム水溶液，アンモニア水溶液を
用いて行った．

Fig. 3.7: Schematic illustration of experimental method for pH sensing using packaging taperd fiber
and a silica toroid microcavity with 20 PAA/PAH bilayers.

3.3 測定結果

Fig. 3.8に 20層の PAA/PAH多層膜を積層したシリカトロイド共振器とテーパファイバを
パッケージングしたものの透過スペクトルを空気中と pH 7.6に調製した溶液中とで測定した
結果を示す．赤色の矢印で示した波長においてそれぞれの透過スペクトルにおけるQ値が最大
となり，それぞれ空気中でQ = 4.2 × 105，pH 7.6の溶液中でQ = 1.1 × 104となった．シリ
カトロイド共振器とテーパファイバをパッケージングする場合にはテーパファイバをシリカト
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ロイド共振器に接触させて測定するため，オーバーカップリングの状態となり，空気中におい
てもシリカトロイド共振器のQ値は低くなる．

Fig. 3.8: Transmittance spectrum of packaged cavity in air and in liquid whose pH is 7.6. The red
arrows represent the resonant wavelength of highest Q factor.

Fig. 3.8下図に赤矢印で示した共振波長の変化量を観測することで pHの検出を行った．酸
性領域においては pH 7.6，pH 5.8，pH 4.1，pH 2.4，pH 1.5のときの共振波長を観測し，塩
基性領域では pH 7.8，pH 9.8，pH 10.5，pH 11.6，pH 12.0，pH 12.5のときの共振波長を観
測した．その結果を横軸を pH，縦軸を共振波長としてまとめたものを Fig. 3.9に示す．

Fig. 3.9: The response of the fabricated pH sensor using a silica toroid microcavity with 20 PAA/PAH
bilayers to acidic and alkaline solutions.

45



Fig. 3.10に (a)B. Guらが作製した光ファイバによる pHセンサ [53]と (b)本研究で作製し
た 20層の PAA/PAH多層膜を積層したシリカトロイド共振器による pHセンサを用いた際の
検出結果を示す．Fig. 3.10において (a)と (b)は同様の傾向を示すことからこの実験結果は妥
当であると考えられる．次に，これらのセンサの比較を行った．比較に用いたパラメータは感
度と分解能であり，それぞれ以下のように定義される [53]．

　感度 = 波長に対する pHの変化 (nm/pHunit) (3.1)

分解能 =
(波長揺らぎ)

(感度)(Q値)
(3.2)

光ファイバによる pHセンサ，シリカトロイド共振器による pHセンサの実験結果はともに線形
であることから，上の定義において感度はグラフの傾きと捉えることができる．そこでそれぞれ
の pHセンサの傾きを求めると，光ファイバによる pHセンサは酸性領域において 0.32 nm/pH

unit，塩基性領域において-0.45 nm/pH unitであり，シリカトロイド共振器による pHセンサ
は酸性領域において 0.006 pH unit，塩基性領域において-0.015 nm/pH unitであった．酸性領
域における値と塩基性領域における傾きの値は近い値になっているが，どちらの場合において
も酸性領域における値の方が小さいため酸性領域における傾きの値を感度とした．また，シリ
カトロイド共振器による pHセンサにおいて波長揺らぎは光源の揺らぎによるものとした．本
実験で用いた光源はNew Focus社製の波長可変レーザ 6312であり，波長精度のカタログ値は
20 pm，実測値は 3 pmであることから，本実験における波長揺らぎは 3 pmとした．
上で定義したパラメータを用いて比較を行った結果を Table 3.1にまとめる．感度において

は光ファイバによる pHセンサの方が良いが，20層のPAA/PAH多層膜を積層したシリカトロ
イド共振器の方がQ値が高いため分解能はシリカトロイド共振器を用いた pHセンサの方が良
いことがわかる．

Fig. 3.10: Compasiron of the relationships between pH and resonant wavelength of pH sensor using
optical fiber(left)[B. Gu, et al.,“Low-cost high-performance fiber-optic pH sensor based on thin-core
fiber modal interferometer,”Opt. Express 17, 22296-22302(2009).] and using silica toroid microcavity.
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Table 3.1: Comparison of pH sensor between using optical fiber and using silica toroid microcavity.

Sensitivity Fluctuation　 Q factor Resolution
Optical fiber [53] 0.32 nm/pH unit 4 pm 100(estimated) 1.3× 10−4 pH unit

Silica toroid microcavity 0.006 nm/pH unit 3 pm 1100 7.5× 10−5 pH unit

シリカトロイドを用いた共振器 pHセンサの方が光ファイバを用いた pHセンサより感度が
低くなった理由として

1. シリカトロイド共振器を用いた pHセンサの方が PAA/PAH多層膜の数が少ない

2. シリカトロイド共振器を用いた pHセンサを作製してから時間が経過している

ことがあげられる．光ファイバを用いた pHセンサは PAA/PAH多層膜を 25層積層している
のに対し，シリカトロイド共振器を用いた pHセンサは PAA/PAH多層膜を 20層しか積層し
ていない．また，光ファイバを用いた pHセンサのサイズは明記されていないが，PAA/PAH

膜が積層されている表面積についても光ファイバを用いた pHセンサの方が大きいと考えられ
る．pHの検出は PAA/PAH多層膜の厚さの変化に現れるため，PAA/PAH多層膜の数や表面
積が大きい方がより pHにする感度は高くなる．先述したように積層できる膜数には限界があ
ると考えられるので，サイズの大きいシリカトロイド共振器を用いることで感度を高めること
ができるだろう．また，本研究で用いたシリカトロイド共振器を用いた pHセンサは作製して
から 2回目の実験において用いたものである．PAA/PAH多層膜は静電気力によって積層され
ているので，溶液を注ぐ操作を繰り返すことで PAA/PAH多層膜がはがれ，pHに対する感度
は低くなると考えられる．このような現象を防ぐ方法として，ESAにより PAA/PAH多層膜
を積層するのではなくゾルゲル法により PAA/PAH多層膜を積層することがあげられる．
また，シリカトロイド共振器を用いたpHセンサの測定は可視～近赤外の帯域（750～780 nm）

で行った．760 nmにおける水の吸収係数は 0.026 cm−1であることから，(2.24)，(2.25)，(2.26)
を用いてQabsを計算するとQabs = 4.58×106となる．シリカトロイド共振器表面にPAA/PAH

多層膜を積層しているのでこの値より低くなることは考えられるが，膜積層前後のQ値の変化
を考えると，本研究で用いたシリカトロイド共振器の 1100というQ値は低い．したがって低
Q値はQcoupによるところが大きく，パッケージング後のシリカトロイド共振器とテーパファ
イバのアライメントの状態次第ではより高Q値が得られると考えられる．よって，分解能につ
いても本研究よりより高い値が得られることが期待される．
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第4部

アンモニアガス検出

4.1 ガスを用いた測定系の構築

検出が必要となるガスの殆どは生体に何らかの影響を及ぼすものであるため，そのようなガ
スを用いて測定を行うためには安全性に留意しなければならない．1.6で述べたように今回用
いるガスであるアンモニアガスは毒性や可燃性を持つうえ，人体の皮膚や粘膜に付着しやすく，
付着部位の水分に溶けてアルカリとしての刺激・腐食作用を現す．そこで，安全性に留意した
うえで最も扱いやすい系になるように Fig. 4.1のような測定系を構築した．

Fig. 4.1: Schematic illustration of experimental setup of ammonia gas detection. Green lines represent
gas piping and red lines represent optical patch cables.

ガス発生装置はガステック社のパーミエーター PD-1Bを使用した．この装置は Fig. 4.2の
ような一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入したパーミエーションチューブを発
生源としており，パーミエーションチューブを一定温度に保持すると単位時間に液化ガスが管
壁を浸透拡散し，その量は一定となる．そのため，パーミエーションチューブを恒温に保持し，
希釈ガス（今回の場合は窒素ガス）を一定量送ることで微量濃度の校正用ガスを連続的に調製
することが可能となる．
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Fig. 4.2: Photos of permiation tube(left) and schematic illustration of structure of permiation
tube(right)[http://www.gastec.co.jp/products/frame.php?place=seihin/c3.htm].

この方法ではパーミエーションチューブの重量減少量と希釈ガス量から計算によって校正用
ガスの濃度を決定するため信頼性が高く，動的調製法であるためアンモニアなどの反応性の強
いガスの調製が可能である．パーミエーションチューブによる構成ガスの調製法は日本では悪
臭防止法施工規則や厚生労働省発行の作業環境測定ガイドブックに採用されているほか，アメ
リカではNISTやEPAにおいて標準法として用いられている [58]．パーミエーションチューブ
を用いたときの校正用ガス濃度を求める式は以下のように表される．

　 C =
K × Pr × L

F
(4.1)

ただし，Cは校正用ガス濃度 (ppm)，Prは浸透速度 (ng/min/cm)，Lはチューブの有効長 (cm)，
F は希釈ガス量 (mL/min)，Kはガス重量を容積変換するための係数であり分子量M と室温 t

（℃）と大気圧 P (mmHg)を用いて次のようになる．

　K =
22.4

M
× 273 + t

273
× 760

P

アンモニアガス発生の手順を以下に示す．

1. 水量レベルゲージのH～Lレベルになるように水を入れた．

2. 窒素ガスの栓を開け，0.1～0.3 MPaになるように調整した．

3. パーミエータ―のコンセントを差した．

4. ニードル弁を閉めた．

5. レギュレーターのロックを外し，希釈ガスの圧力が 0.07～0.11 MPaになるように調整
した．

6. 恒温槽の温度を設定した．
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7. 流量計を取り付けた．流量計は 0.2～1 L/minのものと 1～10 L/minのものが付属されて
おり，1～10 L/minのものを取り付けた．

8. パーミエータの電源を入れ，6で設定した温度になるまで待った．

9. パーミエーションチューブをパーミエータの中にセットし，安定するまで 24時間待った．

10. 調製したい校正ガス濃度になるように希釈ガス流量を (4.1)を用いて計算し，流量計をそ
の値に合わせた．

11. 安定するまで 5分間待った．

以上の手順で発生させたアンモニアガスをテフロンあるいはナイロンのガス管を用いてシリカ
トロイド共振器とテーパファイバをパッケージングしたものに通すことでアンモニアガスの検
出を行った．アンモニアガスをアンモニアガスの吸着剤であるゼオライトを入れたガスバッグ
の中に入れ，アンモニアを取り除き，その空気を外に排出することで安全に排気を行った．ま
た，シリカトロイド共振器とテーパファイバをパッケージングしたものとガスバッグは塩基用の
ドラフトチャンバーの中に設置することで，実験室内にアンモニアガスが漏れないようにした．

4.2 Reference cavityによる光源揺らぎの軽減

シリカトロイド共振器によるアンモニアガスのセンシングを行う際に，従来の手法と同様に
シリカトロイド共振器の共振波長シフトを用いて検出を行う．今回のようにシリカトロイド共
振器にアンモニアガスを流した時に共振波長シフトを用いる場合，検出感度に関わるのは

1. シリカトロイド共振器の共振幅（Q値）

2. 光源の揺らぎによる共振波長の揺らぎ

3. ガスを流したことによる温度変化による共振波長変化

の 3つが考えられる．これら 3つのうち，本実験において問題となる可能性があるのが光源の
揺らぎと温度変化の影響である．使用した光源は SANTEC社の波長可変レーザTSL-710であ
り，波長精度のカタログ値は±2 pm，波長分解能は 0.01 nmである．一方，パッケージングさ
れたシリカトロイド共振器とテーパファイバを用いて実測した波長精度は 0.01 pm以下であっ
た．したがって，パッケージングされたシリカトロイド共振器とテーパファイバを用いて行う
測定において光源の揺らぎの影響は無視でき，温度変化の影響のみを考慮すればよいと考えら
れる．温度変化の影響を抑えるために，Fig. 4.3のようなシリカトロイド共振器を 2つ直列に
つなぎ，1つの共振器をReference cavityとする実験系を試みた．シリカトロイド共振器そのま
まではアンモニアガスに対する反応性が低いので，Sensor cavityは 3.1で示した方法と同様に
PAA/PAH多層膜を 20層積層したシリカトロイド共振器を使用した．一方，Reference cavity

は多層膜を積層せずそのままのシリカトロイド共振器を用いた．また，いずれの共振器もパッ
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ケージングされたものを使用した．Sensor cavityと Reference cavityの両方に PAA/PAH多
層膜に反応しない中性のガスを流してReference cavityの効果を確かめる実験を行うのが理想
だが，中性のガスを流して実験を行う手段がなかったため，Sensor cavityとReference cavity

から同距離の位置に熱源を置き温度を同時に大きく変化させることで実験を行った．

Fig. 4.3: Schematic illustration of experimental setup.

2つの共振器を直列につなげることで，Fig. 4.4のように各々の共振器に由来するディップを
観測することができ，Sensor cavityに由来する共振波長を赤の矢印で，Reference cavityに由来
する共振波長を緑の矢印でそれぞれ示した．示した部分のQ値は Sensor cavity：Q = 4.5×105，
Reference cavity：Q = 1.5× 105であった．それぞれの共振器の共振波長は温度を変化させた
際にモニタリングしやすいように，もう一方の共振器の共振波長でないもののうちディップが
深いものを選択した．
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Fig. 4.4: Transmittance spectrum of only sensor cavity, only reference cavity and both of them.

温度を変化させたときの Sensor cavityに由来する共振波長と Reference cavityに由来する
共振波長の変化を観測し，横軸に Sensor cavityに由来する共振波長，縦軸にReference cavity

に由来する共振波長をとったものを Fig. 4.5に示す．Fig. 4.5より，Sensor cavityの共振波
長と Reference cavityの共振波長が比例関係にあることがわかる．つまり，温度変化が生じた
としてもいずれの共振波長も同じ方向に線形にシフトするため，Sensor cavityの共振波長と
Reference cavityの共振波長の差∆λには影響を与えない．したがって，∆λを観測することで
ガスを流した時の温度変化の影響を抑えることができると考えられる．
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Fig. 4.5: Relationship of resonant wavelength between sensor cavity and reference cavity.

4.3 シリカトロイド共振器を用いたアンモニアガスの検出

シリカトロイド共振器とテーパファイバがパッケージングされたものにアンモニアガスを流
し，共振波長変化を観測することでアンモニアガスの検出を行った．Fig. 4.6に実験セットアッ
プを示す．4.2と同様に，PAA/PAH多層膜を積層したシリカトロイド共振器を Sensor cavity，
多層膜を積層しないシリカトロイド共振器を Reference cavityとして用い，2つの共振器を直
列につなぐことでアンモニアガスを流したことによる温度変化の影響を抑えることを試みた．

Fig. 4.6: Schematic illustration of experimental setup for ammonia gas detection using sensor cavity
and reference cavity.

2つの共振器を直列につなげることで，Fig. 4.7のように各々の共振器に由来するディップを
観測することができ，Sensor cavityに由来する共振波長をピンクの矢印で，Reference cavity

に由来する共振波長をオレンジの矢印でそれぞれ示した．示した部分のQ値は Sensor cavity：
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Q = 7.5× 105，Reference cavity：Q = 2.0× 105であった．Reference cavityが機能すること
を確認した時と同様に，それぞれの共振器の共振波長はアンモニアガスの濃度を変化させた際
にモニタリングしやすいように，もう一方の共振器の共振波長でないもののうちディップが深
いものを選択した．

Fig. 4.7: Transmittance spectrum of only sensor cavity, only reference cavity and both of them.

本研究においてはパーミエータの恒温槽の設定温度を 25℃に設定したため，(4.1)における
浸透速度 Pr = 128 ng/min/cm，チューブの有効長 L = 10 cm，ガス重量を容積変換するため
の係数K = 1.44と定まった．そのため，希釈ガス量 F を変化させることでアンモニアガス濃
度 C を調製することができる．調製したアンモニアガス濃度に対する Sensor cavityに由来す
る共振波長の変化と，Reference cavityに由来する共振波長の変化をそれぞれ観測することで
アンモニアガスの検出を行った．その結果を Fig. 4.8に示す．
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Fig. 4.8: Relationships between ammonia concentration and wavelength shift (a)when increasing
ammonia concentration from 0 ppm to 1.23 ppm, (b)when decreasing ammonia concentration from
1.23 ppm to 0 ppm. (c)There two graphs are overlaid.

Fig. 4.8(a)はアンモニアガス濃度を 0 ppmから 1.23 ppmまで増やしたときの共振波長変化
を示している．これは Fig. 1.16(b)に示した光ファイバを用いたアンモニアガスセンサと同様
の傾向を示しており，この結果が妥当であると考えられる．また，pHは液中の指標であるた
めアンモニア濃度と同等に評価することはできないが，Fig. 3.9に示したように塩基性領域に
おいては pHが大きくなるにつれて共振波長は短波長にシフトする．pH = − log(水素イオン濃
度)であることから，この実験においてアンモニアガス濃度が増えることは pHが 14に近づく
ことと等しいと考えられることからも，アンモニアガス濃度が増えると共振波長が短波長にシ
フトした今回の結果は妥当であると言える．
ここで，検出感度を検出に必要な最低のアンモニアガス濃度，検出分解能を (3.2)で定義さ

れる式で求められる値と定義する．Fig. 4.8(a)より，PAA/PAH多層膜を 20層積層したシリ
カトロイド共振器を用いたアンモニアガスセンサの検出感度は 450 ppbとわかった．この値は
パーミエータによって制限されるものであり，パーミエーションチューブの長さを変えること
でより小さくすることが可能であると考えられる．また検出分解能は (3.1)と (3.2)を用いて以
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下のように求めることができる．まず，感度を以下の式で計算する．

　感度 = 波長に対するアンモニアガスの変化 (nm/ppm)

= 0.43nm/ppm

この値を用いて，検出分解能は以下のように計算できる．

　検出分解能 =
(波長揺らぎ)

(感度)(Q値)

= 1.67ppb

したがって，検出感度は 450 ppb，検出分解能は 1.67 ppbと求めることができた．この値をフィ
ガロ技研社製ののアンモニアガスセンサ FECS44-100[59]，グラフェンを用いたアンモニアガ
スセンサ [60]，PAA/PAH多層膜を積層した光ファイバを用いた [46]と比較したものをTable.

4.1に示す．

Table 4.1: Comparison of four types of ammonia sensors fabricated by various methods.

Types of sensors Detection sensitivity Detection resolution
Commercial sensor[59] 1 ppm 1 ppm
Graphene sensor[60] 2 ppm 200 ppb

Optical fiber sensor[46] 20 ppm ―
Silica toroid microcavity sensor 450 ppb 1.67 ppb

Table. 4.1より，PAA/PAH膜を 20層積層したシリカトロイド共振器を用いたアンモニアガ
スセンサは他のアンモニアガスセンサと比べて検出感度，検出分解能ともに優れていることが
わかった．これは，Q値という点においては市販のアンモニアガスセンサやグラフェンセンサ
とは比較が難しいが，シリカトロイド共振器が光ファイバに比べて高いQ値を有すること，他
のセンサに比べてシリカトロイド共振器を用いたアンモニアガスセンサの体積が非常に小さい
こと，さらにReference cavityを用いたことで温度変化の影響を抑えることができたことに依
ると考えられる．
また，作製したアンモニアガスセンサに可逆性があることを確かめるためにアンモニアガス

濃度を 1.23 ppmから 0 ppmまで減らしたときの波長変化をFig. 4.8(b)に，Fig. 4.8(a)とFig.

4.8(b)を重ねあわせたものを Fig. 4.8(c)に示す．Fig. 4.8(c)より，アンモニアガス濃度を増や
したときと減らしたときのアンモニアガス濃度と波長変化の関係は殆ど同じ値を示しているこ
とがわかる．各アンモニア濃度における誤差率の平均値を計算したところ 4.96× 10−4％であ
り，誤差率の最大値も 12.59× 10−4％であることから，作製したアンモニアガスセンサには十
分な可逆性があることが確かめられた．
上で述べたように，作製したアンモニアガスセンサは高検出感度，高検出分解能であり，可

逆性があることも確かめることができた．しかし

1. アンモニア濃度が 1 ppmに近づくにつれて共振波長の変化が飽和する
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2. 全く同じアンモニアガスセンサを作成するのが困難である

という問題点もある．
本実験においても 3章で pHを検出した時と同様に，アンモニアガスの濃度の変化に応じて

PAA/PAH多層膜の膜厚が変化することを利用してアンモニアガス検出を行った．共振波長の
変化が飽和しているのは，1 ppm程度のアンモニア濃度において PAA/PAH多層膜の膜厚の
変化が飽和するためだと考えられる．PAA/PAH多層膜の膜厚が変化するアンモニアガス濃度
の範囲はわからないが，シリカトロイド共振器に積層するPAA/PAH多層膜の表面積を大きく
し，膜数を増やすことで解決できると考えられる．Fig. 3.1で示したように膜数を増やしすぎ
るとQ値の測定が不可能になるため，積層できる膜数には限界がある．本研究においては 100

µmのシリカトロイド共振器を用いたが，150 µmや 200 µmなどサイズの大きいシリカトロイ
ド共振器を用いることでより広範囲のアンモニア濃度の検出ができると考えられる．
また，シリカトロイド共振器を用いたアンモニアガスセンサは Fig. 3.4に示した方法でパッ

ケージングされたものを用いた．しかし，作製したシリカトロイド共振器のQ値やシリカトロ
イド共振器とテーパファイバとのカップリング，UV硬化剤の量，UV硬化剤とテーパファイバ
が接触している体積などがパッケージングを行うたびに異なるため，この方法を用いて全く同
じパッケージングを 2つ以上作製することは不可能である．そのため，アンモニアガスを高感
度に検出できたとしても実用化にはつながりにくいと考えられる．この問題を解決する手段と
しては Fig. 1.12のようにチップ上にシリカトロイド共振器と導波路を作製することがあげら
れる．

57



第5部

結論
シリカトロイド共振器を用いた pH検出
PAA/PAH多層膜を 20層積層したシリカトロイド共振器とテーパファイバをパッケージング
したものを用いて pHの検出を行った．以前は pH 7.0付近での測定ができなかったが，シリカ
トロイド共振器とテーパファイバをパッケージングしたものを用いることで pH 1.0～pH 14.0

までの値において詳細な検出ができた．PAA/PAH多層膜を 20層積層したシリカトロイド共
振器を用いた pH検出の感度は 0.006 pH unit，分解能は 7.5× 10−5 pH unitであり，分解能に
ついては PAA/PAH多層膜を積層した光ファイバによる pHセンサより優れていた．

ガスを用いた測定系の構築
パーミエータをガス発生装置として用いることで信頼性が高いアンモニアガス発生が可能と

なった．また，測定を塩基用のドラフトチャンバー内で行い，吸着剤であるゼオライトによっ
てアンモニアガスを吸着させることで安全面にも留意した．

アンモニアガス検出
PAA/PAH多層膜を 20層積層したシリカトロイド共振器とテーパファイバをパッケージング
したものを用いてアンモニアガスの検出を行った．また，ガスを流したことによる温度変化の
影響を抑えるために，PAA/PAH多層膜を積層していないシリカトロイド共振器を Reference

cavityとして用いた．PAA/PAH多層膜を 20層積層したシリカトロイド共振器を用いたアン
モニアガス検出の検出感度は 450 ppb，検出分解能は 1.67 ppbであり，市販の半導体センサや
グラフェンを用いたセンサ，PAA/PAH多層膜を積層した光ファイバによるアンモニアガスセ
ンサよりいずれの値も優れていた．しかし，実用化という点においてはまだ問題がある．
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