
論文要旨

誘導ブリルアン散乱 (SBS)は 2つの光波 (ポンプ光とストークス光)と音響波が相互作
用する非線形光学効果として知られている．SBSを励起することで，コヒーレンスなレー
ザ源，マイクロ波源，スローライト，光ストレージなど広い分野への応用が期待されてい

る．高 Q 値かつモード体積が小さい微小光共振器を用いると，低閾値で SBSの励起が実
現できる．これらの研究では，共振器の FSR(free spectral range)とブリルアン周波数シフ
ト (数十 GHz)を一致させるために直径が数 mmの共振器を使う必要があった．この従来
手法においては精密に共振器のサイズを制御する必要があり，作製に関して大きな困難が

伴う．これに対し，結合共振器を用いることで，モードのスプリット幅が自由に制御でき

るため，上記のような厳しい作製条件を回避できる．本研究ではシリカトロイド結合共振

器を用いたブリルアンレーザの実証を行った．初めに，シリカトロイド共振器を用いた結

合共振器系において，10 GHz以上の大きなモードスプリットを達成できることを検証す
るために，共振器形状によって，共振器間の結合強度がどのように変化するのか理論検討

を行った．次に実際にシリカトロイド結合共振器の作製を行った．このときに理論検討に

よって得られた最適な共振器形状を用いることで，高い Q 値を維持しつつ，10 GHz 以
上の大きなモードスプリットを得ることができた．この結合共振器系におけるモードス

プリットを利用することで，実験的に初めてのブリルアンレーザの実証を行った．そし

て，その結合共振器系のブリルアンレーザの安定化を目標とし，PDH法を用いることで，
レーザの周波数を共振器の共振周波数にロックする実験を行った．さらにモードスプリッ

トの安定化のために，モードスプリットが PDH法に与える影響を検討し，それを踏まえ
て，PDH法によるモードスプリットの安定化の実験を行った．

第 1章では，本研究の中心となる微小光共振器，誘導ブリルアン散乱というキーワード
を中心に，簡単な導入と研究背景についての説明を行い，本研究の動機と目的を述べる．

第 2章では，微小光共振器，特に今回用いる結合共振器系について，共振器間の結合強
度の解析の結果を示す．さらに，結合共振器系の作製と測定方法について述べる．

第 3章では，誘導ブリルアン散乱に関して，さらに詳細な説明を行い，結合共振器系の
ブリルアンレーザの実験結果について示す．

第 4章では，結合共振器系のブリルアンレーザの安定化手法の提案を行い，それを実現
するためのポンプレーザの周波数安定化とモードスプリットの安定化についての結果を

示す．

第 5章では，本論文を統括して結論を述べる．
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Stabilization for Brillouin laser in coupled silica
toroid microcavities

We demonstrate Brillouin laser in a strongly coupled microcavity system. By coupling two
silica toroid microcavities, we achieve large mode splitting of 11 GHz, whose frequency
separation matches the Brillouin frequency shift of silica. The SBS light is resonantly
amplified by pumping at the higher frequency side of the supermode splitting resonance.
Since the mode splitting is adjusted by changing the gap distance between the two cavities,
our system does not require precise control of a mm-sized cavity diameter to match the free-
spectral spacing with the Brillouin frequency shift. The laser output is maximized and stable
when the mode splitting is perfectly matched to the Brillouin frequency shift and the pump
laser is locked to the resonance mode. However, in the current systems, the pump laser is not
locked to the resonance mode, and the laser frequency drift around the resonance mode. So
the output of SBS laser become fluctuated and unstable. In addition, the mode splitting is
so sensitive to the gap distance in the case of the strong coupling regime. We try to lock the
laser wavelength and the mode splitting by using two PDH systems in order to stabilize the
Brillouin laser in coupled cavity system..

Chapter 1 describes the overview and related researches of microcavity and stimulated
Brillouin scattering, and the purpose of this thesis.

Chapter 2 shows the results of analysis of coupling strength between microcavities, and
describes the fabrication of the coupled silica toroid microcavities and measurement method
for coupled cavity system.

Chapter 3 describes the stimulated Brillouin scattering in detail and shows the experimental
results for Brillouin laser in coupled cavity system.

Chapter 4 describe the stabilization for Brillouin laser in coupled cavity system and shows
the experimental results of the laser stabilization and the mode splitting stabilization with
PDH technique.

Chapter 5 summarizes this thesis.
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第 1章

序論

1.1 はじめに

光というのは私たちにとって非常に身近な物理現象のひとつである．光のもたらす情報

を目で受け止めて，私たちは生きている世界の様子を知る．空が青く，夕日が赤いことは

光の基本的な性質から理解することができる．中学生の時に，光の基本的な性質である光

の直進，反射，屈折などを学ぶ．しかし，これは光の性質のほんの一部であり，すべてで

はない．長い歴史の中で光を完全に理解するために，多くの研究者がその光の実体を探し

求めた．17世紀にオランダの物理学者ホイヘンスは，光には波動の性質があるとして，光
の波動説を唱えた．波であるならば，それを伝える媒質があるとして，光の媒質をエーテ

ルと名付け，それ以降，多くの物理学者の間では，宇宙空間はエーテルで満たされている

というエーテル仮説を支持した．このエーテルを確認するために数多くの検証実験が行わ

れたが，どれも失敗に終わり，ついに 20世紀にドイツの物理学者であるアインシュタイ
ンが，エーテルの存在を仮定せず，光の性質を示した特殊相対性理論を発表したことによ

り，エーテル仮説は終焉の時を迎えた．そして新たに光には波動の性質と粒子の性質があ

るというのが一般的な理解となった．こういった光の性質を理解しようとしている中で，

光の性質を上手く産業的に応用する試みもなされてきており，現在，身の回りの技術とし

て数多く存在している．その例として有名なのが長距離伝送を可能にした光ファイバで

あろう．光ファイバは 2009年にノーベル物理学賞を受賞したチャールズ・K・カオ氏に
よって発明された．これは，光というのは，電気に比べて熱による損失が非常に小さいと

いう性質を上手く応用した技術といえる．光の強度が強くなると，光は新たに"非線形な
振る舞い"を見せる．これは非線形光学効果と呼ばれ，媒質に光を入射すると，周波数の
異なる光が発生するような現象のことを指す．通常，この非線形な振る舞いを確認するた
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めには，高強度なレーザが必要不可欠である．最近では，微小体積中に光を強く閉じ込め

ることで，高強度レーザが作り出すような強い光強度を達成できる微小光共振器の分野が

注目を集めている．そこで，今回はこの微小光共振器というアイテムを用いることによっ

て，より簡単にその"非線形な世界"を覗き見ることを試みた．本論文では，非線形光学効
果の中の誘導ブリルアン散乱に着目し，新たな発生手法である結合共振器系を用いた誘導

ブリルアン散乱の発生についての可能性を探った．誘導ブリルアン散乱はその優れた特性

から狭線幅のレーザ源やセンシング分野への応用に期待されている分野である．本研究で

得られた知見が誘導ブリルアン散乱の分野の発展につながり，新たな光の一面の発見につ

ながれば幸いである．

本論文の構成については，第 1章では本研究の中心となる微小光共振器，誘導ブリルア
ン散乱というキーワードを中心にその簡単な導入と研究背景についての説明を行い，本研

究の目的と動機について述べる．第 2章は，微小光共振器，特に今回用いる系である結合
共振器系について詳細な議論を行う．第 3章では結合共振器系を用いたブリルアンレーザ
について述べる．そして第 4章では，そのブリルアンレーザについての安定化の手法を提
案し，その研究結果を示し，第 5章に本研究のまとめを行うといった構成となっている．

1.2 微小光共振器

1.2.1 光共振器とは

光共振器は複数のミラーによって構成されており，特定の波長の光をその共振器内に閉

じ込めることができる．このように光共振器には波長選択性があるために，光学フィルタ

や光スペクトルアナライザとして応用されている．もう 1つ光共振器の応用例として重要
なのがレーザ光の発生である．光共振器の最も単純なものとして，対向した 2枚のミラー
から構成されるファブリーペロー共振器がある．ファブリーペロー共振器の 2枚のミラー
に利得媒質を配置することで，特定の波長をもつ光がそのミラー間を往復し，何度も利得

媒質を通過することで，光が増幅され，片方のミラーからレーザ光が放射される．これが

基本的な共振器を用いたレーザの原理である．他の応用としては共振器長を数キロメート

ルにしたファブリーペロー共振器を組み合わせて，マイケルソン干渉計を構成することで，

重力波による光の位相の変化を高感度に検出することも可能となる (Fig. 1.1)．2016年に
は全米科学財団と国際研究チームがアメリカの重力波望遠鏡 LIGO(Laser Interferometer
Gravitational-Wave Observatory)を用いて重力波を検出したことが発表された [1].
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Fig. 1.1 (a) The signal of gravitational waves detected by the twin LIGO observatories
at Livingston, Lousiana, and Hanford, Washington. (b), (c) LIGO Laboratory operates
two detector sites, one near Hanford in eastern Washington, and another near Livingston,
Louisiana.[https://www.ligo.caltech.edu (2017/1/30)]

共振器中の光が以下で示す共振条件を満たす場合，光は同位相でミラー間を反射する共

振現象を起こす (Fig. 1.2)．

2nL = mλ (1.1)

ここで，nは共振器の屈折率，L は周回長，mは整数，λ は光の波長を表す．式 (1.1)よ
りこの共振条件を満たすような光は複数存在することがわかる．この時の隣り合う共振波

長の周波数差を FSR (Free spectral range)と呼び，式 (1.2)のように表すことができる．

FSR =
c

2L
(1.2)

ここで，c は光速である．他に共振器を特徴づける重要なパラメータとして Q 値

(Quality factor)というものがある．Q 値は以下のように定義される．

Q = ω0 ×
共振器内に蓄えられているエネルギー

単位時間あたりの損失エネルギー
(1.3)

ここで ω0 は共振器の共振角周波数を表している．この定義式より，Q 値が高いほど，

共振器内に光が強く閉じ込められていることを示す．ファブリーペロー共振器を考えた場
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合，Q値を高くするには共振器からの損失を小さくすればいいので，ミラーの反射率を高

くしてあげればいいことになる．さらに Q 値は以下のようにも表すことができる．

Q = ω0τ0 (1.4)

ここで，τ0 は光子寿命である．光子寿命は共振器内のエネルギーが 1/e倍になるまでの
時間を表す．式 (1.4)より Q 値が高いということは，光がより長い時間共振器に閉じ込め

られているともいえる．実際における Q 値は共振器の表面での散乱や内部での吸収，共

振器と導波路の結合効率といった要因に基いて決定され，次のように書くことができる．

Qtot = (Q−1
scat +Q−1

abs +Q−1
e +Q−1

etc)−1 (1.5)

ここで Q−1
scat は共振器表面での散乱，Q−1

abs は共振器内部での吸収，Q−1
e は外部との結合

効率，Q−1
etc はその他の要因を表しており，これにより共振器の Q 値，つまり Qtot が決定

される．したがって，実際に Q 値が高い共振器を作製したい場合はこれらの要因をすべ

て考慮する必要がある．

Input Output
forward

backward

(a) (b) (c)

Fig. 1.2 (a) Schematic illustration of Fabry-Perot cavity. (b) Modes excited in a Fabry-
Perot cavity. m indicates an integer mode number. (c) Schematic illustration of a resonant
spectrum of a Fabry-Perot cavity.

1.2.2 微小光共振器の種類

光共振器の性能を表すパラメータとして Q 値の他にも Q/V というパラメータも重要

である．このパラメータは空間中にどれだけ光を閉じ込めているかを表す．ここで V は
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モード体積をあらわし，次式によって定義される [2].

V =

#
ε |E(x, y, z) |2dxdydz

max[ε |E(x, y, z) |2]
(1.6)

高い Q 値を持ち，さらにモード体積 V が小さいと，共振器内に閉じ込められる光のパ

ワー密度が大きくなるため，光と物資の相互作用が大きくなり，四光波混合 (FWM)や第
三高調波発生 (THG)などさまざまな非線形光学効果を非常に小さな光パワーで起こすこ
とが可能になる．微小光共振器はとても小さなモード体積 V でありながら，高い Q 値を

もつような共振器である．このため微小光共振器は光を微小体積中に非常に高い密度で長

時間閉じ込めることができる．ナノテクノロジーの発達により，今までさまざまな形状，

材料で数多くの微小光共振器が作製され，報告されている [3]．ここでは微小光共振器の
例として，WGM共振器とフォトニック結晶共振器について，簡単に紹介を行う．

WGM共振器
ウィスパリングギャラリーモード (WGM:Whispering gallery mode) 共振器では，光波

は誘電体の境界面を沿って全反射しながら，その境界面を周回する. ウィスパリングギャ
ラリーモードは元々光波ではなく，音響波において観測されたものであった．音響波にお

けるウィスパリングギャラリーモードはロンドンのセントポール大聖堂で Lord Rayleigh
により初めて発見された [4]．セントポール大聖堂は Fig. 1.3 のような構造をしており，
このような真円状のドーム上の建造物では，ドームの端から声を発すると，ドームの壁

面に沿って遠くまで声が伝わるという現象が起きる．光波おけるウィスパリングギャラ

リーモードの研究は 1990 年代に入って本格的に始まった．WGM 共振器の基礎的な研
究は 1939 年にシリカ微小球によって報告されている [5]．1989 年には同様にシリカ微
小球を用いて 108 をもつ超高 Q 値の共振器が作製されている [6]．シリカ微小球は CO2

レーザで光ファイバの先端を溶解することで作製することができる．また光ファイバを

CO2 レーザやマイクロヒータで熱しながら，機械的に引き伸ばすと，マイクロボトル共

振器を作製することができる (Fig. 1.3 (a))．マイクロボトルは理論的には 2004年に実証
され [7]，2009 年に実際に作製され [8]，今では 108 の Q 値 の共振器を作製できるよう

になっている [9]．マイクロボトルは他のWGM共振器とは違い，azimuthalと axialの方
向にWGM があるのが特徴である．そして本研究でも用いているシリカトロイド共振器
は，2003年に K.J.Vahalaの研究グループが初めて考案した [10]．シリカトロイド共振器
はシリコン (Si)基板上にディスク状のシリカ (SiO2)が乗った構造をしており，ディスク
共振器とは違い，縁の部分を CO2 レーザを照射することで表面を融解し，微小球などと
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同様な表面張力で凝固して作製される (Fig. 1.3 (b))．そのため表面の散乱損失が抑えら
れ，108 という超高 Q値が実現できる．さらにシリカトロイド共振器はその作製プロセス

より小さな基板上に集積可能であるといった利点がある．またシリカだけではなく結晶材

料を用いた共振器も多く研究されている．結晶材料を用いる利点は，シリカを用いた共振

器よりもさらに高い Q値の共振器を作製できるところにある．CaF2 を用いたWGM共振
器 (Fig. 1.3 (c))では 1011 という超高 Q 値が達成されている [11]．

Fig. 1.3 (a) Sound paths in a circular whispering gallery.
[http://www.sonicwonders.org/images/whispering20gallery.gif.(2017/1/30)] (b) A
look at the dome of St. Paul’s Cathedral from below. [https://strangesounds.org/wp-
content/uploads/2013/11/whisperinggallery1.jpg.(2017/1/30)]
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Fig. 1.4 Whispering gallery mode resonators. (a) Microbottle resonator[M. Asano, Y.
Takeuchi, Ş. K. Özdemir R. Ikuta, L. Yang, N. Imoto, and T. Yamamoto,“Stimulated bril-
louin scattering and brillouin-coupled four-wave-mixing in a silica microbottle resonator,”
Optics Express 24, 12082-12092 (2016).]. (b) Silica toroid microcavity[D. Armani, T. J.
Kippenberg, S. Spillane, and K. J. Vahala, “Ultra-high-Q toroid microcavity on a chip,”
Nature 421, 925-928 (2003).]. (c) CaF2 crystalline microresonator[I. S. Grudinin, A. B.
Matsko, A. A. Savchenkov, D. Strekalov, V. S. Ilchenko, and L. Maleki, “Ultra high Q
crystalline microcavities,” Optics Communications 265, 33-38 (2006).].

フォトニック結晶共振器

フォトニック結晶は自然的，もしくは人工的に周期的に屈折率の変調を有している物質

である．このような屈折率の周期的な構造によりフォトニック結晶中では，特定の波長の

光が伝搬できないフォトニックバンドギャップと呼ばれる領域があり，これまでさまざま

な光デバイスに応用されている．フォトニック結晶はその構造から，1次元フォトニック
結晶，2次元フォトニック結晶，3次元フォトニック結晶と大きく 3つに分類することが
できる [12]．

1次元フォトニック結晶では，屈折率の変調が一方向にしか起きず，他の 2方向では屈
折率分布は均一となっている．この周期的な屈折率分布に対して垂直に光を入射すると，

ブラッグ反射の原理より，光の透過や反射を制御することができる．この 1 次元フォト
ニック結晶は光学多層膜と同様であり，主にレンズやプリズムなどで反射防止膜として用
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いられている．2次元フォトニック結晶は，2方向に対して屈折率分布が周期的となって
いるものをいう．作製が他のものと比べて容易であることから，一般的に用いられている

のが 2次元フォトニック結晶である．また自然界にも 2次元フォトニック結晶は存在し，
その例としてはモルフォ蝶の青色は翅の鱗粉などが挙げられる．3次元フォトニック結晶
はすべての方向において屈折率が周期的に変調されている．自然界で最もよく知られてい

るのはオパールである．このオパールは見る方向を変えると異なる色を呈するといった興

味深い光学特性を持っているが，これはオパールがフォトニック結晶であることに由来し

ている．人工的な 3次元のフォトニック結晶は 1987年に E.Yablonovitchによって考案さ
れた．[13]

Figure 1.5には，1次元，2次元，3次元のフォトニック結晶の模式図，またそれに対応
して実際に作製されたフォトニック結晶を示している．他の微小光共振器に比べて Q 値

は 106 程度と小さいが，モード体積 V が小さく，設計の自由度が高いことが特徴である．

また空孔が nmオーダであるのでかなり高い作製精度が求められる．したがって，フォト
ニック結晶の作製においては EBリソグラフィ (electron beam lithography)が用いられる
ことが多いが，CMOS 互換プロセスでフォトニック結晶を作製する研究も行われ [14] ，
シリコンフォトニクスの融合も期待されている．
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Fig. 1.5 (a) Examples of 1D, 2D and 3D photonic crystals. [J. Foresi, P. R. Villeneuve, J.
Ferrera, E. Thoen, G. Steinmeyer, S. Fan, J. Joannopoulos, L. Kimerling, H. I. Smith, and
E. Ippen,“Photonic-bandgap microcavities in optical waveguides,”Nature 390, 143-145
(1997).] (b) SEM image of (b) 1D PhC [J. Foresi, et al., "Photonic-bandgap microcavities
in optical waveguides," Nature 390, 143-145 (1997).] (c) 2D PhC [Y. Ooka, T. Tetsumoto,
A. Fushimi,W. Yoshiki, and T. Tanabe, “CMOS compatible high-Q photonic crystal
nanocavity fabricated with photolithography on silicon photonic platform,” Scientific
Reports 5 (2015).] (d) 3D PhC [M. Deubel, G. Von Freymann, M. Wegener, S. Pereira, K.
Busch, and C. M. Soukoulis,“Direct laser writing of three-dimensional photonic-crystal
templates for telecommuni-cations,” Nature Materials 3, 444-447 (2004).]

1.2.3 微小光共振器の応用

微小光共振器の応用は，共振器量子電磁気学 (QED)，オプトメカニクス，センシング，
非線形光学など多岐に渡る．ここでは特にセンシングと，非線形光学の 1つである光カー
効果を用いた光カーコムについて説明する．

センシング

微小光共振器を用いた温度センシングは熱光学効果 (thermo-optic effect) を利用する．
熱光学効果というのは，媒質固有の熱光学係数により温度が変化するとその媒質の屈折率

が変化する現象である．屈折率が変化すると，共振器の光路長も変化するので，それに応
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じて共振波長がシフトする (Fig. ??)．そのシフト量により温度の変化量を計算することが
可能となる．熱光学効果に優れたポリマーである PDMS(poly dimethyl siloxane)をシリカ
トロイドにコーティングすることで，0.151 nm/Kといった高感度の温度センサも実現し
ている [15]．
また微小光共振器表面に微小粒子が付着すると，付着した部分の屈折率がわずかに変化

するため，その共振器の FSR が変化し，共振波長がシフトするといったことが起きる．
このことを利用し，高 Q 値な (共振波長の線幅が狭い)共振器を用いることで，超高感度
なセンシングが可能となる．センシングの対象となる物質の吸収・吸着特性を改善するた

めに，共振器をポリマーなどでコーティングする場合が多い．Figure 1.7では，WGM共
振器を用いたナノ粒子を検知するシステムを表している．ガスセンシングとしてはアンモ

ニア [16]やエタノール [17]などがある．またバイオセンシングとしてタンパク質の検出
なども行われている [18–20]．

Fig. 1.6 Schematic illustration of the model for estimating WGM biosensor layer sensi-
tivity. (a) A WGMis excited in a sphere. (b) WGM after the addition of a layer of thickness
Δ R, which is due to a compact monolayer of protein adsorbed on surface. It shows that
the wavelength increases in proportion to an increase in radius. [F. Vollmer and S. Arnold,
“Whispering-gallery-mode biosensing: label-free detection down to single molecules,”
Nature Methods 5, 591-596 (2008).]
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Fig. 1.7 Schematic illustration of the sensing with a micro-sphere cavity.Excitation of an
equatorial WGM in a microsphere is achieved by evanescent coupling to a guided wave in a
taperd fiber. Resonance positions are detected as dips in the transmitted light T at particular
laser wavelengths. [F. Vollmer, S. Arnold, and D. Keng,“Single virus detection from the
reactive shift of a whispering-gallery mode,” Proceedings of the National Academy of
Sciences 105, 20701-20704 (2008).]

光カーコム

微小光共振器を用いた光周波数コムを光カーコムという．光周波数コムとは周波数軸

上に等間隔に並んだスペクトルが光周波数の櫛 (Comb)のようになることからそうよばれ
る．光周波数コムはその厳密さから，光周波数のものさしとも言われることも多い．光コ

ムのもつメモリには光周波数，コム間隔オフセット周波数のように小さなものから大きな

ものまであり，これらが厳密に関係している．光周波数コムの研究は 2005年のノーベル
物理学賞にも選ばれ，注目を浴びている研究分野である．一般的に光周波数コムはモー

ド同期レーザを用いているが，それに対し光カーコムはパラメトリック効果である四光

波混合 (FWM:Four Wave Mixing) を用いてコムを発生させている．微小光共振器に高強
度の励起光を入れることで，光カー効果という非線形効果が起きる．光カー効果とは電

場の強度に依存して屈折率が変化する現象のことである．光カーコムについては 2007年
の Nature誌に掲載されたものが始まりである [21]．微小光共振器を用いて発生させる光
カーコム (Fig. 1.8) は，モード同期レーザを用いて発生させる光周波数コムとくらべて，
必要とされる光のパワーが小さく，装置そのものも安価で小型であるという利点がある．
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しかし，光カーコムを安定して発生させることは困難であるため，その安定化のための研

究も盛んに行われている．

Fig. 1.8 Broadband parametric frequency conversion from a monolithic toroidal mi-
croresonator. a, Spectrum of the parametric frequency conversion observed in a 75 μ
m diameter monolithic toroid microcavity. b, Schematic of the processes that contribute
to the parametric conversion: degenerate (left) and non-degenerate (right) Four-Wave-
Mixing(FWM) among cavity eigenmodes. c, Scanning electron microscope image of a
toroid microcavity on a silicon chip. [P. Del’Haye, A. Schliesser, O. Arcizet, T. Wilken, R.
Holzwarth, and T. J. Kippenberg,“Optical frequency comb generation from a monolithic
microresonator,” Nature 450, 1214-1217 (2007).]

1.3 誘導ブリルアン散乱

3次の非線形光学効果の 1つとしてブリルアン散乱 (Brillouin scattering) がある．2つ
の光波と音響波が電歪効果 (electrostriction) を通じて相互作用する非線形光学効果であ
る．光子の散乱については 1920年代頃から研究されるようになった．光子の散乱につい
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ては，光学フォノンによる散乱をラマン散乱 (Raman scattering)，音響フォノンによる散
乱をブリルアン散乱という．また光の波長よりも小さい粒子による弾性散乱をレイリー散

乱 (Rayleigh scattering)という．音響フォノンの相互作用であるブリルアン散乱はフラン
スの物理学者の Leon Brillouinに由来しており，彼は 1922年に熱励起された音響波によ
る光散乱を実証した [22]．自然ブリルアン散乱 (spontaneous Brillouin scattering) の過程
では，入射光のフォトンがフォトンとフォノンに変換される．この散乱により生成され

たフォトンは元々のフォトンより周波数がダウンシフトしている．これをストークス光

と呼び，流体力学や数学の分野にも精通していたアイルランドの物理学者である George
Stokesによって名付けられた．ブリルアン散乱により，ある角度を持った散乱光が生じる
が，光ファイバなどを考える場合は前方散乱と後方散乱のみを考えることが多い．前方散

乱は非常に弱いため，ストークス光は主に入射光に対して後方に散乱する．そして入射光

強度がある一定の強度を超えると，その過程は誘導的となり，入射光強度に強く依存する

ようになる．これを誘導ブリルアン散乱 (stimulated Brillouin scattering) と呼ぶ．誘導ブ
リルアン散乱の詳しい記述は後ほど第 3章にて紹介する．

1.3.1 誘導ブリルアン散乱の応用

ブリルアンレーザ

SBS を用いることで狭線幅のレーザを実現できることは初期の頃から研究者たちに認
識されていた．ブリルアンレーザでは，発生したストークス光が共振器内でフィードバッ

クループを形成し，安定的に発振するような原理となっており，以下のような従来レーザ

の機能と類似しているのでブリルアンレーザと呼ばれている．(1)発生するストークス光
は閾値動作を示す．(2)ポンプ光に対して出力される光はコヒーレンスが高く，線幅が狭
くなる．ただ，従来のレーザとは違い反転分布は形成しないなどの違いもある．ブリルア

ンレーザは媒質固有のブリルアンゲインを利用するので，追加のゲイン媒質をドープする

必要もなく，ファイバループやチップスケールのデバイスで実現することができる．線幅

が狭くなる効果は共振器のフィードバックとストークス光を生成する音響波モードとの相

互作用から生じ，非常にコヒーレンスの高い出力を生成することができる．このブリルア

ンレーザは高コヒーレントなレーザ源が必要とされるような通信波長帯 (1.55 µm)におい
てだけではなく，ブリルアンレーザは先程述べたように利得媒質に制限されないため，さ

まざまな波長領域にも拡張できる可能性がある．例えば，2 µm以上のような長波長帯の
場合，ピュアな (狭線幅な)信号を生成することが非常に困難であることが知られている．
このような場合にブリルアンレーザを用いることで，通信波長帯と同様なピュアなスペク
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トルを生成することができる可能性がある．

ブリルアンレーザは今まで，カルコゲナイド導波路 [23]や高 Qな微小光共振器 [24–27]
などチップスケールのプラットフォームで実証されてきた．前者のような，導波路構造で

は，高いブリルアンゲインを持つ導波路のファイバのフィードバックループを用いてい

る．後者では FSRがブリルアン周波数シフトと一致しているような微小光共振器を用い
ている．Q値が高いと，Fig. 1.9 (b)に示すとおり非常に狭い線幅のブリルアンレージング
が可能になる．またレージングするために用いる共振器の他に，もう一つ共振器をリファ

レンス共振器として用いることで安定化を実現したという報告もされており，Fig. 1.9 (a)
を見ると，位相ノイズ特性が改善されていることがわかる．

最近では，異なる種類のオンチップのブリルアンレーザの研究も行われている [28,29]．
今までの実証実験とは違い，共振器の共振波長の線幅がブリルアンの線幅よりも狭くはな

い条件，つまり共振器内の光子寿命がフォノンの寿命よりも短い条件で行っているので，

発生するストークス光の狭線幅化は起きず，音響波モードの狭線幅化が起きる．このよう

な振る舞い以前に共振器で実証されたフォノンレーザ [30]と類似しているが，ここでは
コヒーレントフォノンは共振器内を一往復しないので，発振し始めることはないため，両

者を区別することができる．ブリルアン DFBレーザ [31, 32]やランダムブリルアンレー
ザ [33–35]もあるが，これらはまだチップ上で実現はされてはいない．

Fig. 1.9 Experimental measurements of the SBS laser. (a) Frequency noise spectra of
the pump (blue), SBS (red), and dual-microcavity SBS (black) lasers. (b) RF spectrum
illustrating the linewidth reduction from the pump laser to the SBS laser and finally to the
locked SBS laser. [[W. Loh, A. Green, F. Baynes, D. Cole, F. Quinlan, H. Lee, K. J. Vahala,
S. Papp, and S. Diddams, “Dual-microcavity narrow-linewidth Brillouin laser,” Optica
2, 13 (2015).] ].
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マイクロ波発生

誘導ブリルアン散乱は，レーザ源としての応用だけでなく，マイクロ波発生にも用いる

ことができる．レーザ源の場合と同様に，SBS はマイクロ波の領域においてもピュアな
信号を出力することができ，低位相ノイズのマイクロ波発生を実現することができる．光

ファイバでの SBS を利用したマイクロ波発生はこれまでさまざまな研究がされており，
発生したストークス光とポンプ光のビートを取得する方法 [36]，SBS を用いて周波数コ
ムの特定のスペクトルラインを取り出す方法 [37]，OEO(opto-electrical oscillator)を用い
る方法 [38]など多岐に渡る．
カスケード的に発生する SBS は数 GHz の周波数間隔でスペクトルラインを生成す

る．したがって，これらのスペクトルラインのビート信号をフォトディテクトで検知す

ると，その周波数差に対応したマイクロ波が発生する [39–41]．先行研究では Q 値が 106

を超えるような高 Q 値の微小光共振器によって実験されており，非常に低い位相ノイズ

(-160 dBc Hz−1)をチップスケールで初めて実証した [40]．このマイクロ波シンセサイザ
の仕組みを Fig. 1.10 (a)に示す．ここで用いられているシリカウェッジ共振器の直径は約
6 mmで，FSRはシリカのブリルアン周波数シフトである 10.8 GHzに一致している．生
成した 1次と 3次のストークス光をフォトディテクタで検知することで，21.7 GHzのマ
イクロ波を発生させた．またこれよりも小さな周波数のマイクロ波に関しては，f/N分周
器を用いることで発生できる．このように光学的な手法でのマイクロ波発生は従来の電気

的な手法のように，周波数増加に伴って位相ノイズが大きくなることはないという大きな

有利点がある．また，マイクロ波を遠距離伝送にする場合，同軸ケーブルを伝送させる

が，この場合伝送損失が大きいため，遠距離伝送には向いていない．そこで，光からマイ

クロ波を発生させるような光学的な手法を用いてることで，光ファイバによる伝送が可能

となり，この課題も解決できると期待できる．
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Fig. 1.10 (a) Experimental schematic for the closed-loop Brillouin microwave oscillator.
(b) Open-loop (red curve) and closed-loop (blue curve) single-sideband phase noise of the
Brillouin oscillator at 21.7 GHz. The green dashed line is the phase noise of the reference
oscillator scaled up to 21.7 GHz. [J. Li, H. Lee, and K. J. Vahala,“Microwave synthesizer
using an on-chip Brillouin oscillator.” Nature Communications 4, 2097 (2013).].

光信号処理

光ファイバ中の誘導ブリルアン散乱を利用することで，媒質中の光パルスの伝搬速度

(群速度) がその位相速度よりも小さくなるようなスローライトを発生することができ
る [42,43]．これは光ファイバ中の分散を変調させ，群屈折率 ng が増加することで達成さ

れる．群屈折率の変化は媒質のゲイン特性が狭い線幅のスペクトルを有することで生じ

る．つまり数十 MHz～数百 MHz 程度の狭い帯域幅を持つブリルアン散乱の過程はこの
群屈折率を変調させるための有力な候補となる．SBSを用いたスローライトの基本的な考
え方を Fig. 1.11に示す．スローライトの発生には電磁誘導透過 (EIT:Electromagneticcally
induced transparency)現象もよく用いられている [44]が，誘導ブリルアン散乱を用いてス
ローライトを発生すれば，室温で動作し，通信分野でよく用いらている標準的な系で実現

することが可能であり，また入射光の強度を変えることで，光パルスの遅延時間を制御す

ることも可能となる．誘導ブリルアン散乱を用いた光ファイバ中におけるスローライトの

発生は 2005年に実証された [45,46]．そこでは通信波長帯である 1.55 µm，2 nsの光パル
スを用いて 12 nsまで遅延させることに成功している [47]．他にも光信号処理の分野の中
で，SBS はアンプやフィルタなどでも用いらている [48]．これらの用途の大部分はこれ
までファイバベースで行われてきたが，SBSを用いることでチップスケールの構造でも実
証できる可能性があるとして期待されている．
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Fig. 1.11 Principle of an all-optical fibre delay line based on SBS. a,The pump at optical
frequency νp is launched into the fibre from the far end so that it is counter-propagating
with respect to the signal. When the signal frequency does not lie in the SBS interaction
band, it travels through the fibre unaffected, with a delay given by its normal transit time
and no amplitude change. b,When the signal frequency is placed in the SBS gain resonance
(Stokes), the signal light is observed delayed with respect to its normal transit time (slow
light). c,When placed in the SBS loss resonance (anti-Stokes) the signal exits the fibre
advanced with respect to its normal transit time and shows an attenuated amplitude (fast
light). [L. Thévenaz,“Slow and fast light in optical fibres,”Nature Photonics 2, 474-481
(2008).]

センシング

応用先において，商業的に非常に重要な技術であるのが SBSを用いたセンシングであ
る．ブリルアン周波数シフト ΩB は媒質の歪み，温度の両方に強く依存するため，これ

らのパラメータを検知することを活かしたセンシング手法が数多く開発されてきた．光

ファイバなどのデバイスを用いることによるセンシングは研究室内の環境から実際の環

境へ持ち運ぶことにおいては非常に優れている．応用先としては長いパイプライン，橋，
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建物，飛行機のウイングなどであり，構造の状態を温度や歪みの変化を通じてモニタリ

ングすることに使用できる．これらの技術は時間領域測定または周波数領域測定に分類

することができ，ブリルアン光時間領域反射測定法 (BOTDR)，ブリルアン光時間領域解
析法 (BOTDA)，ブリルアン光相関領域解析法 (BOCDA)およびブリルアン光相関領域リ
フレクトメトリ (BOCDR)など，これまでさまざまな手法が提案されてきた．最近では，
BOCDA のセンシング技術がチップスケールのデバイスにおいても実証された [49]．ま
た，モードが円状に分布しているWGM共振器で SBSを発生させ，共振器を回転させる
ことで回転角度を高感度で検知するようなブリルアンジャイロスコープの実証も行われて

いる??．

1.4 本研究の目的

1.4.1 動機・先行研究

前述したように，誘導ブリルアン散乱を用いることでスローライトを発生させることが

できるので，光バッファや光ストレージなどに応用できる．他にもハイコヒーレンスな

レーザ源，マイクロ波発生などのマイクロ波フォトニクスへの応用も期待されている．し

かし，誘導ブリルアン散乱を光ファイバを用いて効率的に発生させるためには数 kmや数
mとファイバ長を長くする必要がある．さらにポンプパワーが数百 mW以上必要である
などといった欠点がある．そこで最近では微小光共振器を用いて誘導ブリルアン散乱を発

生させる研究が注目されている．微小光共振器を用いることで，デバイスサイズを格段に

小さくすることができ，さらに低閾値化も可能となる．また微小光共振器の種類によって

はオンチップで実現させることも可能となり，さまざまな利点がある．

主な先行研究としては 2007年のMalekiグループが行った CaF2 結晶共振器を用いたブ

リルアンレージングがある [50]．微小光共振器を用いたブリルアンレーザは，ポンプ波長
とブリルアン散乱によって周波数シフトした領域にちょうど共振器の共振モードが存在し

なければならない．つまり共振器の FSRとブリルアン周波数シフトを一致させる必要が
ある．CaF2 のブリルアン周波数シフトは 18 GHzである [51]．そこで FSRが 18 GHzと
なるように直径 5.5 mm，Q値が 4 × 109 の CaF2 結晶共振器を作製した．そしてその共振

器に 1064.35 nm の波長で光を入射し，1064.42 nm に 1 次のストークス光，1064.48 nm
に 2次のストークス光を発生させている (Fig. 1.12)．またこの研究では誘導ブリルアン散
乱を発生させるための閾値として 3 µW を実現している．ただこの方法を用いると FSR
を正確に制御する必要があるため，微小光共振器のサイズの精密なコントロールが必要に
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なる．またそれを実現する高い作製技術が求められる．この欠点に対し，共振器のサイズ

を mm オーダで制御できる共振器を考案し [52]，誘導ブリルアン散乱を発生させている
研究もある [27]．さらに FSRを数十 GHz にするためには直径数 mm の共振器を用いる
必要があったが，マイクロボトル共振器の azimuthalなモードを用いることで，数 µｍの
共振器でも誘導ブリルアン散乱の励起に成功している [9]．
また微小光共振器を用いて，誘導ブリルアン散乱を励起させるための方法として高次の

共振モードを使うという方法もある [53–55]．BaF2 結晶共振器を用いた研究 ( [55])では，
同じ基本モードを用いるのではなく複数のモードを使って，ちょうどブリルアン周波数シ

フトと一致する共振モードを探し，その共振モードを用いて誘導ブリルアン散乱を励起し

ている (Fig. 1.13)．これを用いれば正確な FSR のコントロールは不必要になるが，ブリ
ルアン周波数シフトに合った高次のモードが存在するかは，偶然のものとなってしまうた

め応用向きではない．ただこの高次のモードを使うことで，デバイスサイズを小さくする

ことができ，シリカやテルライトの微小球で実現がされている [53, 54]．
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Fig. 1.12 (a)Output of the resonator 1, coupler B. Pump laser wavelength is 1064.35 nm.
Low power at the spectrum analyzer is due to undercoupling. Frequency shift is 17.5 GHz
for the weak Stokes and 35 GHz for the strong Stokes line. (b) Backward signal from output
C for second resonator. Pump laser wavelength is 1064.34 nm. Stokes offset is 18 GHz for
the first and 35.5 GHz for the second line. The width of each line is limited by the optical
spectrum analyzer resolution of 0.012 nm.(c)Fluorite resonators. WGM localization areas
are highlighted with the white brackets on the left. Shadow photographs of the highlighted
regions are on the right. Diameters are 5.52 mm for resonator 1 and 5.21 mm for resonator
2. [I. S. Grudinin, A. B. Matsko, and L. Maleki,“Brillouin lasing with a CaF2 whispering
gallery mode resonator,” Physical Review Letters 102, 043902 (2009).]
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Fig. 1.13 (a)Left: Scheme of a Brillouin WGM resonator in a doubly resonant config-
uration. The dotted line designates Brillouin gain band. The solid Lorentzian lines and
vertical lines show cavity resonances and laser lines, respectively; Right: Principle of a
Brillouin laser based on a WGM resonator with the incoming pump (gold), the first back-
ward (red) and second forward (dark red) Stokes lines.(b)Typical transmission spectrum
of an overmoded WGM BaF2 resonator with feedback Stokes Brillouin signal (red). FSR
is 5.47 GHz and νB − FSR =2.80 GHz.(c)Typical Brillouin spectra recorded using a high
resolution optical spectrum analyzer in the forward (left) and backward (right) directions.
The measured Brillouin frequency νB is 8.2 GHz. Resolution is 5 MHz. [G. Lin, S. Diallo,
K. Saleh, R. Martinenghi, J.-C. Beugnot, T. Sylvestre, and Y. K. Chembo,“Cascaded bril-
louin lasing in monolithic barium fluoride whispering gallery mode resonators,” Applied
Physics Letters 105, 231103 (2014).]
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1.4.2 本研究の概要・目的

ここまで微小光共振器を用いて誘導ブリルアン散乱を励起するための方法を紹介した

が，共振器の FSRの精密なコントロールが必要であったり，偶然高次のモードがブリル
アン周波数シフトに一致している必要があるなど作製における難しさが欠点としてあっ

た．そこで本研究では，1つの共振器ではなく 2つの共振器を結合させた結合共振器系を
用いることで，共振器のサイズの精密なコントロールを不必要にし，さらに低閾値，オン

チップが可能である誘導ブリルアン散乱の発生を目的とする．

また，結合共振器系を用いた場合，ブリルアンレーザを達成するための条件がチューニ

ング可能になる反面，レーザ動作が不安定になってしまうデメリットが考えられる．そこ

で，この結合共振器系のブリルアンレーザの安定化ということを達成するため，PDH法
という周波数安定化手法を用いることで，その安定化を目指した．具体的には，1つ目と
してポンプレーザを共振器の共振周波数にロックを行った．そして 2 つ目にモードスプ
リットの安定化の実験を行った．
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第 2章

結合共振器

2.1 理論

2.1.1 結合モード理論

結合モード理論 (CMT:Coupled Mode Theory) [56]は共振器や導波路における光の伝搬
をモデル化する上で重要な手法である．結合モード理論は初め導波路の設計などに用いら

れていたが，近年では微小光共振器の分野においても広く用いられている．他の手法と

しては FDTD(Finite-difference time-domain)法や有限要素法，ビーム伝搬法などがある．
FDTD法はマクスウェル方程式を空間領域と時間領域で差分化を行い，その差分方程式を
用いて逐次的に電磁場を計算していく手法である．有限要素法に比べれば，やや計算時間

はかかってしまうが，精度の高い計算結果が得られる．フォトニック結晶などの電磁界解

析などでは FDTDを用いられることが多く，MITではフォトニック結晶の電磁界解析の
ための FDTDソフトウェアをMeepを開発しオープンソースとして公開している．FDTD
法は計算領域が小さなフォトニック結晶で採用されているのに対し，本研究で用いるトロ

イド共振器などでは一般的に有限要素法を用いて電磁界解析を行われる．これは，トロイ

ド共振器などでは計算領域がマイクロメートル以上のスケールになってしまい，計算領域

が膨大になってしまうためである．

まず初めに，1つの共振器と光の入出力に用いられる導波路を仮定した光の結合を結合
モード理論を用いて，モデル化を行い，その透過特性について計算を行う．結合モード理

論を用いると，共振器内のモード振幅 aは次のように表すことができる．

da
dt
=

(
jω0 −

γint + γwav

2

)
a +
√
γwave jθ sin (2.1)
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ここで ω0,γint,γwav,sin はそれぞれ，共振角周波数，共振器固有の損失，共振器と導波路

の結合損失，入力波の振幅を表している．ここで損失 γi は Q 値を用いると，以下の関係

式で表すことができる．

γ =
ω0

Q
(2.2)

式 (2.1) の右辺の第二項は共振器のモード振幅 a の寿命，第三項は入力波がどれだけ

の割合で共振器に結合しているかを表している．Figure 2.1のような場合，導波路から共
振器に光が結合すると，反時計回り (CCW:counterclockwise)につまり一方向に光が伝搬
する．ただ，共振器に散乱体が付着しているなどの場合は時計回り (CW:clockwise)にも
光が伝搬することがある．これは散乱体によるレイリー散乱が原因である．通常 CW の
モードと CCW なモードの共振周波数は一致しているが，このように共振器内に同時に

CWのモードと CCWのモードが存在するとモード結合が生じ，2つのモードはスプリッ
トを起こす．これは CW-CCWモード結合と呼ばれ，各共振器で観測されている [57]．
導波路の出力波の振幅は式 (2.1)より

sout = sin −
√
γwave jθa (2.3)

となる．式 (2.3)より，出力されるモード振幅 sout は共振器内のモード振幅 a と入力さ

れるモード振幅 sin により決定される．共振器に共振するとき出力はゼロとなる*1．

ここではサイドカップルする共振器システムの透過特性を得る．定常状態を仮定すると

(a,sin,sout ∝ exp( jωt))，aと sin は次式で関係付けることができる．

a =

√
γwave jθ

j (ω − ω0) + γ/2
sin (2.4)

以上式 (2.3)と式 (2.4)より sout は次のように書き表すことができる．

sout =

[
j (ω − ω0) + (γint − γwav)/2

j (ω − ω0) + γ/2

]
sin (2.5)

ここで γ = γint + γwav である．また透過率は Tr = Pout/Pin = |sout/sin |2 であるので

Tr =
(ω − ω0)2 + (γint − γwav)2/4

(ω − ω0)2 + γ2/2
(2.6)

*1 厳密に出力はゼロとなるのは，後述のとおりクリティカルカップリング時のみである．
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Fig. 2.1 Schematic illustration of CMT model with a single a side-coupled cavity.

式 (2.6)を用いると，透過スペクトルは Fig. 2.2のようになる．Fig. 2.2(a)より，入力光
の周波数が共振器の共振周波数に一致したとき ((ω − ω0)/γ = δω/γ = 0)に最も透過率が
低くなっていることがわかる．これは入力波と出力波の位相がちょうど πずれており，弱

め合いが起こっていることに由来している．この図の中で，透過率がゼロに落ち込む条件

を"critical coupling"と呼び，この critical couplingの条件では共振器内の損失と導波路と
の結合損失が等しくなっている (γint = γwav) [58]．結合条件が変わってしまうと，透過率
の最小値が変化してしまう．

結合条件によってどのように透過率が変化するかを理解するために，γwav/γint を変数と

して共振している場合の透過率を計算した．これを Fig. 2.2(b) に示す．Figure 2.2(b) よ
り γwav < γint の場合，透過率の最小値 Tmin

r は増加していることがわかる．これは導波

路と共振器間の結合係数が小さく，ファイバなどの導波路から透過するモード振幅が共

振器から結合されるモード振幅よりも大きいためである．このような結合条件を"under
coupling"と呼ぶ．実験的には crirical couplingの条件より導波路を共振器に遠ざけた場合
に起きる．逆に γint < γwav の場合も，同様に透過率の最小値 Tmin

r が増加していることが

わかる．これは導波路と共振器間の結合係数が大きく，共振器から結合されるモード振幅

がファイバなどの導波路から透過するモード振幅よりも大きいためである．このような結

合条件を"over coupling"と呼ぶ．実験的には crirical coupling の条件より導波路を共振器
に近づけた場合に起きる．共振器内のエネルギーは"critical coupling"の条件において最大
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になることが知られており，実験を行う上ではこの導波路と共振器の結合条件をどのよう

に調節するかが重要になってくる．効率良く非線形光学効果を起こしたい場合は，入力光

がすべて共振器内部に結合してくれるような"critical coupling"の条件を目指すべきではあ
るが，共振器への光の結合方法によっては安定的に"critical coupling"の条件を維持するこ
とは難しい．例えば，本研究でも採用しているテーパファイバを用いた，光のカップリン

グ方法だと，導波路 (テーパファイバ)部分が中空になってしまっているため，時間経過に
よってカップリング条件が変化し，結果的に透過率の変化を引き起こしてしまう．

Fig. 2.2 (a) Transmission spectrum of a side-coupled cavity calculated by CMT. Critical
coupling condition is assumed. (b) Minimum transmittance different coupling conditions.

次に新たに 1つ共振器を直接結合させた結合共振器について考える．そもそも結合共振
器というのは複数の共振器を直接的，または間接的にモード結合させた共振器のことをい

う．共振器 1 つを 1 つの原子として見ると結合共振器は分子として見ることもできるの
で，"Photonic Molecules (PM)"と呼ばれることもある．水素原子では結合する場合にもと
もと 1つの準位だったのが結合性軌道と反結合性軌道の 2つの準位に分裂する．この現象
と同様に，結合共振器においてそれぞれの共振器が同一の共振周波数を持っており，共振

器どうしを近づけていくと，モードどうしが結合し，もともと 1つであった共振周波数が
2つに分裂するといった現象が起こる．このモード結合が生じた 2つのモードはスーパー
モードと呼ばれ，低周波側 (エネルギー準位が低い)のモードを symmetric モード，高周
波側 (エネルギー準位が高い)モードを anti-symmetricモードと呼ぶ．Figure 2.3には今ま
で報告されてきた結合共振器の一例を示す．ここで示すどの結合系は共振器どうしが空間

的に非常に近くに位置するように設計されており，高い作製技術を要する．本研究におい
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ても，Fig 2.3(b)で示すような，共振器どうしを近くに配置することでモード結合を起こ
すような結合共振器を用いていく．

Fig. 2.3 Example of PMs: (a) square-shape photonic dots coupled via a semiconductor
bridge[M. Bayer, T. Gutbrod, J. Reithmaier, A. Forchel, T. Reinecke, P. Knipp, A. Dremin,
andV. Kulakovskii, “Optical modes in photonic molecules,” Physical review letters 81,
2582 (1998).], (b) whispering-gallery mode microdisks side-coupled via an airgap [S. Ishii
and T. Baba, “Bistable lasing in twin microdisk photonic molecules,” Applied Physics
Letters 87, 181102 (2005).], (c) closely located defects in a photonic crystal membrane [K.
A. Atlasov, K. F. Karlsson, A. Rudra, B. Dwir, and E. Kapon,“Wavelength and loss splitting
in directly coupled photonic-crystal defect microcavities,” Optics Express 16, 16255 ‒
16264 (2008).], (d) vertically coupled microdisk resonators [F. Bo, Ş. K. Özdemir, B. Peng,
J. Wang, G. Zhang, J. Xu, and L. Yang,“Vertically coupled microresonators and oscillatory
mode splitting in photonic molecules,” Optics Express 23, 30793 ‒ 30800 (2015).].

結合共振器も結合モード理論を用いることで，単一共振器と導波路で行った同様の議論

ができる．Figure 2.4のように導波路と Cavity1と Cavity2を配置し，その透過特性につ
いて計算を行う．さきほどと同様に共振器内のモード振幅をそれぞれ a1，a2，入力と出力

のモード振幅を sin，sout，共振器の内部損失をそれぞれ γint1，γint2，さらに導波路と共振

器の結合損失を γwav，共振器間の結合強度を κ と定義する．これより結合モード理論を
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用いると以下の 3式を導くことができる．

Fig. 2.4 Schematic illustration of CMT model with a coupled cavity.

da1(t)
dt

=

(
jω0 −

γint1 + γwav

2

)
a1(t) + j

κ

2
a2(t) +

√
γwavsin (2.7)

da2(t)
dt

=

(
jω0 −

γint2
2

)
a2(t) + j

κ

2
a1(t) (2.8)

sout = sin −
√
γwava1(t) (2.9)

結合共振器における透過率も先ほどと同様に |sout/sin |2 を計算すればよい．結合共振器
の透過スペクトルを Fig. 2.5に示す．ここでは定常状態を仮定し，さらに共振器間の結合
強度を変化させている．結合強度を大きくしていくと，共振波長のピークが 2 つにスプ
リットしていることがわかる．これが結合共振器の大きな特性の 1つであり，共振器間の
結合強度 κ を大きくしていくと，スプリットの幅が大きくなる．ここで述べる共振器間の

結合強度は共振器間の距離に対応する物理パラメータであるため，実験的にモードのスプ

リットの幅を大きくしたいときは，共振器間の距離を近づけることで達成できる．またこ
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のスプリット幅は結合強度 κ を用いて，κ/2π で表すことができる．さらに Fig. 2.6で示
すように，片方の共振器の共振波長を大きく変化させていくと，2つのディップが重なら
ないことがわかる．この現象は"anti-crossing (avoided crossing)"と呼ばれ，共振器どうし
が結合した場合に見られる物理現象の 1つである．したがって式 (2.7)-(2.9)でモデル化し
たシステムは確かに結合共振器をモデル化できていることが確認できる．
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Fig. 2.5 Calculated transmission spectra of the coupled cavities |sout/sin |2.
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Fig. 2.6 Calculated transmission spectra of the coupled cavities for different detuning.

2.1.2 結合強度

テーパファイバとトロイド共振器間の結合強度

前節で述べたように結合共振器において共振器間の結合強度 κ は重要なパラメータの

1つである．結合共振器におけるスーパーモードのスプリット幅は共振器間の結合強度 κ
を求めることによって計算することができる．この節ではまず共振器に光を結合させるの

に用いているテーパファイバについて述べた後，テーパファイバとトロイド共振器の結合

強度について論じる．その後，この議論をシリカトロイド結合共振器に適用することで，

シリカトロイド共振器のパラメータが共振器間の結合強度，つまりスーパーモードのスプ

リット幅についての解析を行っていく．

今回，共振器に光を結合させる方法としてテーパファイバを用いたが，他にも共振器に

光を結合させる方法はいくつか提案されている．そもそも共振器の種類によって，光を結

合させる方法は異なっており，ファブリーペロー共振器のような複数のミラーで構成され

ている共振器に光を結合させるためには，単純にミラーに直接光を入射すればよい．しか

しWGM 共振器ではこのように単純に共振器に直接光を入射することはできず，導波路
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を用いてその導波路からの漏れ出す光を共振器に結合させるという方法が基本的な考え方

となる．この漏れ出す光はエバネッセント光や近接場光と呼ばれ，光が全反射する際に物

体表面ににじみ出るように存在する光である．このエバネッセント光を用いて光を結合さ

せる方法はこれまで多くの方法が提案されており，プリズムを用いた方法や angle cleaved
fiberという断面に角度をつけた光ファイバのペアを用いる方法，そしてテーパファイバを
用いた方法などがある (Fig. 2.7) [59–62]．この中でも Knight et al.により考案されたテー
パファイバを用いた方法 [62]が広く用いらている．シングルモード光ファイバを熱しな
がら，引き伸ばすことで，ウエスト部分の直径が 1 µmとなるようなテーパファイバを容
易に作製することができる．テーパ部分では直径が小さいため光の漏れ出しが多いので，

このテーパ部分を共振器に近づけることで光を共振器に結合させることができる．テーパ

ファイバの利点の一つに伝搬損失がほとんどなく，高い結合効率を実現できることにあ

る．報告では 99.4% の結合効率を達成している [63]．また理論上では 99.97% の結合効
率であるとされている [64]．

Fig. 2.7 Schematic of illustration of (a) a taperd optical coupling, (b) a pigtailed optical
fiber coupling, and (d) a prism coupling.

次にテーパファイバの特性を理解するため，ステップインデックス型光ファイバの電磁

界分布について求めていく．光ファイバ内の光の伝搬方向を z軸とすると，電磁解分布の
z成分は円筒座標系において次のように表すことができる．[

∂2

∂r2 +
1
r
∂

∂r
+

1
r2
∂2

∂ϕ2 + (k2 − β2)
] [

Ez

Hz

]
= 0 (2.10)
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Ez , Hz について r 成分と ϕ成分に変数分離を行うことができ，[
Ez

Hz

]
= Ψ(r)exp(± jlϕ) (2.11)

ここで式 (2.11)を式 (2.10)に代入すると，k2 − β2 > 0(コア)の場合

∂2Ψ

∂r2 +
1
r
∂Ψ

∂r
+

1
r2
∂2

∂ϕ2 +

(
k2 − β2 − l2

r2

)
= 0 (2.12)

となる．式 (2.12)はベッセルの微分方程式と呼ばれ，その一般解は第一種ベッセル関数
Jl (hr) と第二種ベッセル関数 Yl (hr) によって

Ψ(r) = c1 Jl (hr) + c2Yl (hr) (2.13)

表すことができる．ここで h2 = k2 − β2 としている．また k2 − β2 < 0(クラッド)の場
合，一般解は変形第一種ベッセル関数 Il (qr) と変形第二種ベッセル関数 Kl (qr) によって

Ψ(r) = c1Il (qr) + c2Kl (qr) (2.14)

表すことができる．ここで q2 = k2 − β2 としている．さらにここではコア内では振動

解，クラッド内では減衰解になり，さらに境界条件と連続条件を考えると次のように表

せる．

r < a
{

Ez (r, t) = AJl (hr)exp[i(ωt + lϕ − βz)]
Hz (r, t) = BJl (hr)exp[i(ωt + lϕ − βz)] (2.15)

r > a
{

Ez (r, t) = CKl (qr)exp[i(ωt + lϕ − βz)]
Hz (r, t) = DKl (qr)exp[i(ωt + lϕ − βz)] (2.16)

ここで A，B，C，Dは任意の定数で，h2 = n2
1k2

0 − β2，q2 = β2 − n2
2k2

0 である．式 (2.15)
と式 (2.16)を考えると，h2 > 0，q2 > 0が同時に満たされる必要がある．この条件をまと
めると，

n1k0 > β > n2k0 (2.17)
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となり，ファイバ内に閉じ込められたモードが存在する必要条件となる．円筒座標系に

おけるマクスウェル方程式を考えると，


Er =

− j β
ω2µϵ − β2

(
∂

∂r
Ez +

ωµ

β

1
r
∂

∂ϕ
Hz

)
Eϕ =

− j β
ω2µϵ − β2

(
1
r
∂

∂ϕ
Ez −

ωµ

β

∂

∂r
Hz

) (2.18)


Hr =

− j β
ω2µϵ − β2

(
∂

∂r
Hz −

ωµ

β

1
r
∂

∂ϕ
Ez

)
Hϕ =

− j β
ω2µϵ − β2

(
1
r
∂

∂ϕ
Hz +

ωµ

β

∂

∂r
Ez

) (2.19)

式 (2.15)と (2.16)をそれぞれ式 (2.18)と (2.19)に代入することで，コアとクラッド部
分の Er，Eϕ を求めることができる．そして求めた電磁界成分から r = a における接線成

分の連続を考えると次式を導くことができる．

( J ′
l
(ha)

haJl (ha)
+

K ′
l
(qa)

qaKl (qa)

) *,
n2

1 J ′
l
(ha)

haJl (ha)
+

n2
1K ′

l
(qa)

qaKl (qa)
+- = l2


(

1
qa

)2
+

(
1

ha

)2
2 (
β

k0

)2
(2.20)

この方程式を用いることで，伝搬定数 β を決定することができる．通常ステップイ

ンデックス型光ファイバでは，コアとクラッドの屈折率差が小さいため，弱導波近似

(Weakly-guiding Approximation)を用いることができる．しかしテーパファイバの場合は
クラッドが空気に置き換えることになるため，コアとクラッドの屈折率差が大きくなって

しまい近似解ではなく，厳密解を求める必要がある．l の値と角周波数 β を与えた時に式

(2.17) と (2.20) を同時に満たすような β を逐次求めた．これにより実効屈折率とテーパ
ファイバの半径の関係が Fig. 2.8のように計算することができた．テーパファイバの光学
モードは TElm，TMlm，EHlm，HElm の 4つに分類することができる．l と m は ϕ 方向

と r 方向に沿った強度の分布をそれぞれ表している．テープの半径は約 0.6 µm以下であ
るので，この中で最も重要なのが HE11 である．実効屈折率を用いることで HE11 を求め

ることができる．それを Fig. 2.8(b)に示す．
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Fig. 2.8 (a) The calculated effective refractive index for different radius of the tapered
optical fiber. (b) Distribution of |E | of the optical mdoes in the taped optical fiber with a
radius of 0.75 µm.

次にこのテーパファイバのモード分布と有限要素法により計算したトロイド共振器の

モード分布を用いて結合強度の計算を行った．有限要素法には COMSOL multiphisicsを
用いており，トロイド共振器のモード分布は Oxborrowらによって提案された計算モデル
を用いて計算を行った [65]．結合強度は電界がどの程度オーバラップしているか，また位
相整合がとれているかで決まる．テーパファイバとシリカ微小球の結合強度を計算してい

る研究も報告されており，今回の計算においてはその論文で用いられている手法を用い

た [66]．トロイド共振器とテーパファイバの z方向のある一点における結合強度 κt,C (z)

は次式で表すことができる．

κt,C (z) =
ωϵ0

4
(n2 − n2

0)NtNC

"
AC

Et(x, y, z) ·EC(x, y, z)dxdy (2.21)

ここで n，n0 はトロイド共振器，空気の屈折率を表し，Et(x, y, z) と EC(x, y, z) はテー

パファイバとトロイド共振器それぞれの電界成分を表している．また Nt，NC は規格化係

数であり，次式のように表される．

1 =
1
2

N2
t,C

√
ϵ0
µ0

"
n|E |t,Cdxdy (2.22)

式 (2.20)で示される結合強度は z軸のある一点における値であるので，全体の結合強度
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を求めるためには z方向に積分する必要がある．

κ̃ =

∫ ∞

−∞
κ(z)ei(βt−βC)dz (2.23)

βt，βC はそれぞれテーパファイバとトロイド共振器のモードの伝搬定数である．以上

よりテーパファイバとトロイド共振器の結合強度は以下の式で計算できる．

γwav =
c

2πn(rmajor + rminor)
| κ̃ |2 (2.24)

式 (2.24)で計算される結合強度が，テーパファイバとトロイドの結合共振器のギャップ
間によってどのように変化するかを表したのが Fig. 2.9である．ここではテーパファイバ
の半径を 0.6 ∼ 1.4 µmで変化させている．

Fig. 2.9 The calculated coupling rate for the different gap between the silica toroid
microcavity and the tapered optical fiber. The major and the minor diameter of the
microcavity are 37.25 µm and 3.25 µm, respectively. The tapered optical fiber is assumed
to have a diameter of 1 µm and to be placed on the equatorial plane of the silica toroid
microcavity.

トロイド共振器間の結合強度

これを踏まえて，今回研究で用いる結合共振器においても結合強度の計算を行った．こ

れまでシリカトロイド共振器を結合させる研究は行われてはきていたが，まだ数 GHzほ
どのモードスプリットしか観測されていなかった [30]．本研究では，このモードスプリッ
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トを利用したブリルアンレーザを実証するにあたって，誘導ブリルアン散乱の周波数シフ

トと同程度である 10 GHz以上の非常に大きなモードスプリットが必要になる．したがっ
て，どのような共振器の形状を仮定すれば，大きなモードスプリットが得られるかをモデ

ル化し，計算を行った．計算のモデルに関しては，式 (2.21)-(2.24)においてトロイド共振
器とテーパファイバとして考えた部分のテーパファイバをトロイド共振器として置き換え

ることで，2つのトロイド共振器の結合のモデルとして考えた．ここで，結合させる共振
器を C1，C2とすると，C1と C2間の結合係数は 2つの共振器間のモードのオーバラッ
プと位相整合条件によって導き出すことができる．これらの条件を考慮に入れると，結合

係数は次のように書くことができる．

κ̃C1,C2 =
ωϵ0

4
(n2 − n2

0) × NC1NC2

$
VC

((EC1(x, y, z))·

EC1(x, y, z))ei∆βzdxdydz,
(2.25)

ここで nと n0 はそれぞれトロイド共振器と空気の屈折率を表しており，VC は共振器の

モード体積，EC1 と EC2 は各共振器の電界，∆β は各モードの伝搬定数の差を表している．

また NC1，NC2 は規格化定数であり，次のように書くことができる．

1
2

N2
C1,C2

√
ϵ0
µ0

"
n|E |2C1,C2

dxdy = 1, (2.26)

ここでは基本モードを仮定しており，それぞれのトロイド共振器の電界は FEM (COM-
SOL Multiphysics)によって計算を行っている．共振器を結合させる際，モード分布は厳
密には一定ではなく，何らかの変調が起きて，元のモード分布とは異なっているが，ここ

ではその変調度合いが小さいとして，その影響を無視している．計算された共振器間の結

合強度により，スーパーモードのモードスプリット幅は以下のように表すことができる．

Γ ≈ c
2πnR

| κ̃C1,C2 |2, (2.27)

ここで c は光速，R はトロイド共振器のメジャー直径を表している．計算では 3 つの
異なるメジャー直径 45 µm，55 µm，65 µmを仮定して計算を行った．トロイド共振器の
マイナー半径に関しては，すべて 5 µm と仮定している．この結果結果を Fig. 2.10 に示
す．この図より，トロイド共振器のメジャー直径が小さくなればなるほど，スーパーモー

ドのスプリット幅は大きくなることがわかる．したがって，実験において 10 GHz以上の
大きなモードスプリットが得たいときは，トロイド共振器をなるべく小さな径で作る必要

がある．
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Fig. 2.10 (a) Calculated mode profile of a silica toroid microcavitiy. (b) Simulation
results showing supermode splitting as a function of the gap between silica toroids.

Figure 2.10では，基本モード同士を結合させた場合のモードスプリット幅について，計
算を行ったが高次のモード同士の場合どのようにモードスプリット幅が変化するかも計算

を行った．これを Fig. 2.11に示す．ここでは，メジャー直径 55 µm，マイナー半径 5 µm
のトロイド共振器を仮定し，Fig. 2.11(b)で示すような，高次モードの場合を示している．
この図より，高次の奇数次のモードを用いた場合の方が大きなモードスプリットが得られ

ていることがわかる．これは，先程述べたように，結合強度がモードのオーバラップに依

存しているため，平行に共振器を近づける場合は奇数次のモードの方がモードオーバラッ

プが大きくなることは直感的に理解できる．偶数次のモードを用いる場合は共振器の近づ

ける場合に，モードオーバラップが大きくなるように高さを調整するなど工夫する必要が

ある．
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Fig. 2.11 (a) Simulation results showing supermode splitting as a function of the employed
high-order modes. (b) Calculated high-oder mode profile of a silica toroid microcavitiy.

2.2 テーパ光ファイバの作製

テーパファイバの作製は以下の工程で作成を行う．本研究室では酸素とプロパンを最適

値に調整したガスヒーターで作製するが，水素ガスヒーターやセラミックヒーターを用い

る方法もある．

1. 酸素，プロパンガスのバルブを開け，作製装置の電源を入れる．
2. 市販のシングルモードファイバの被膜を適度に剥離し，両端をファイバコネクタが
付いているのファイバに融着装置を用いて融着する．

3. 作製装置に平行出しを行った治具を取り付け，その治具にファイバを設置する．
4. トーチを火につけ，火の先端がファイバと接触するように調整する．
5. 作製装置を起動させ，ファイバを引き伸ばしながら，トーチをファイバ方向に振る．
6. ファイバをパワメータにつなげ，透過率を確認しながら，シングルモードになった
ことを確認したところで停止する．

テーパファイバを作製するとき，トーチを振る長さを変えることで，テーパ部分の長さを

変化させることもできる．また透過率を確認しながらシングルモードになったのを確認し
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た後，どの程度でファイバの延伸を止めるかでテーパファイバの半径も変えることもでき

る．このテーパファイバの半径は共振器との結合において重要なパラメータの 1 つであ
る．これはテーパファイバの半径を変えることで，実効屈折率つまり伝搬速度が変わるの

で，それに応じて共振器のどのモードに結合するかが変わってくる．したがってテーパ

ファイバのテーパ部分は実験時においては十分に検討を行う必要がある．さらにテーパ

ファイバ作製時には透過率を確認し，どの程度損失しているかも確認しておく必要があ

り，大きな入力パワーで実験を行う場合などではなるべくテーパファイバでの損失は避け

たい．実験時においてもテーパファイバに埃などが付着してしまう場合もあり，それによ

りテーパファイバでの損失が増加してしまったり，その状態で大きなパワーを入力してし

まうと，テーパファイバ部分が焼けて切れてしまうこともあるので注意が必要である．

Fig. 2.12 (a) Photograph of the setup for tapered fiber fabrication. (b) The graph for
transmittance power in a tapered fiber when the fiber is pulled by a machine. First region
shows this fiber is a single mode fiber. Second region shows the fiber allowed multi mode
to propagate due to the change of width of core and clad. Final region shows the fiber
became single mode fiber and the core is glass and the clad is air.[W. Yoshiki, "Dynamic
control of an ultra-high Q silica toroid optical microcavity," Ph.D. thesis (Keio University,
2017)]
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2.3 シリカトロイド共振器の作製

2.3.1 通常のトロイド共振器

シリカトロイド共振器の作製プロセスをここに示す．作製プロセスは主に 4 つの工程
(1. フォトリソグラフィ (photolithography) 2. HFを用いた SiO2 エッチング 3. XeF2 エッ

チング 4. CO2 レーザリフローに分けることができる．

SiO2 熱酸化膜形成

Siウェハを熱酸化することで 1∼2 µmの厚さの SiO2 膜のウェハ上に形成する．熱酸化

の方法はウェットプロセスとドライプロセスの 2 種類があり，どちらの方法においても
800∼1000℃という高温で処理することで安定な成膜を行うことができる．
ウェットプロセスでは OH−1 基を SiO2 に取り込んでしまうため酸化膜としての品質が

低下するが，反応速度が速いため数 µmの膜厚の形成にはよく使用される．一方でドライ
プロセスは品質の高い酸化膜を形成することができるが，反応速度が遅く，2 µmの酸化
膜を形成するのに数週間かかってしまうという特徴がある．

フォトリソグラフィによるパターン形成

目的の直径のマスクを施して UV露光を行った後，フッ化水素酸 (HF)エッチングでパ
ターンを形成する．HFエッチングによってパターン以外の部分が削られることで，共振
器となる円形のパターンが形成される．反応速度を維持するために，エッチング剤はフッ

化アンモニウム (NH4F)を混合したバッファドフッ酸を用いる．

XeF2 エッチング

XeF2 エッチングを行うことによって Si が SiO2 よりも優先的にエッチングされる．

XeF2 ガスを用いたとき，この選択比は Si:SiO2=1000:1である．また XeF2 エッチングは

Siにとって等方性エッチングであるため，マスク以外の部分だけでなくマスク直下の Si
に対しても同じ速度で反応が進む．このため Si支柱に支えられた SiO2 ディスクのような

形状が形成される．

XeF2 エッチングは窒素パージ中で行われる．これは XeF2 が H2O と反応することで
HFが生成し，SiO2 が削られるのを防ぐためである．
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CO2 レーザリフロー

XeF2 エッチングによって SiO2 ディスクには 100 nmオーダーの表面粗さが残る．そこ
で CO2 レーザをディスク上部から照射することで SiO2 表面を熱による表面張力を用い

て滑らかにする．レーザリフローは SiO2 と Siの吸収特性と熱伝導率の違いを利用してお
り，熱伝導率が高い Siポストへ熱を逃がすことでトロイドと呼ばれるドーナツ型の特徴
的な形状が生まれる．またこのリフローで表面散乱を最小限に抑えることができるので Q

値の制限要因であった．Qscat の向上が期待できる．

Fig. 2.13 (a) Schematic of illustration of the fabrication of a silica toroid microcavity. (b)
SEM image of the fabricated silica torid microcavity.

2.3.2 エッジトロイド共振器

次に結合共振器を作製するために作製したトロイド共振器の作製プロセスについて述べ

る．結合共振器を作製するには，共振器どうしをかなり近づけて作製する必要がある．し

かしながら，1つのチップ上に接近したディスク形状が現れるようにパターニングを行っ
ても，トロイド共振器にはレーザリフローの工程が必須であるので，共振器どうしが近づ
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いた状態で作製するのはかなり困難である (Fig. 2.14(a))．仮に 1 つのチップ上に共振器
どうしを近づけて XeF2 エッチングの工程まで作製したとしても，レーザで照射すると，

SiO2 ディスクが丸まって直径が小さくなってしまうので，その分共振器間のギャップが

大きくなってしまって，共振器を結合させることができなくなってしまう．また，仮にこ

の方法で，モード結合が達成できたとしても，共振器間のギャップが固定されているた

め，モードスプリットもある一定の値になってしまう．つまり，モードスプリットを自在

にコントロールする必要がある場合は，それぞれの共振器を別々のチップに乗せて，それ

ぞれを独立にアライメントする必要がある．そこで Hossein-Zadehと Vahalaによってシ
リカトロイドをシリコンの支柱から取り外し，シリコンチップの任意の場所に置くという

方法が提案された [67]．しかし，この方法を用いると，近づける時に共振器に直接触れる
必要があり，どうしても共振器表面に傷ができてしまうので，作製において共振器の性能

が落ちてしまうという欠点があった．そこでもう 1つの方法としてシリコンチップの端に
シリカトロイドを作製できる方法が Anetbergerらによって提案された [68]．シリカトロ
イドをチップの端に作製することができれば，端にシリカトロイドが乗った 2つのシリコ
ンチップを準備すれば用意に共振器どうしを結合させることが可能となる．本研究ではこ

のシリコンチップの端に設置しているような"エッジトロイド"を作製する手法を用い，結
合共振器を作製した．

Figure 2.14(b)はエッジトロイドを作製プロセスを示している．前節で述べたシリカト
ロイドの作製プロセスと違っているのは図で示すようなダイシングのプロセスである．ダ

イシングを用いる方法の他にもレジストと XeF2 ドライエッチングを用いた方法もある．

レジストが塗布された状態で，XeF2ドライエッチングを行うと，レジストが塗布されてい

ない領域のみエッチングが行われる．したがってこの過程を繰り返し行うことで，初めは

端に存在していなかった SiO2 ディスクが徐々に端に位置するようになる．しかしながら

この方法ではプロセスに多大な時間がかかってしまうのと，SiO2 ディスクの正確な位置

を制御するのが難しくなってしまう．そのため本研究ではこの方法ではなくダイシングつ

まりシリコンチップを裁断することで SiO2 ディスクがシリコンチップの端に位置するよ

うにした．Figure 2.14(b)に作製したエッジトロイドを示す．図のように，トロイド形状
の部分はシリコンチップから前に飛び出しているようになっているため，共振器を結合さ

せるときにシリコンチップが当たらずにトロイド部分どうしが近づけられることになる．
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Fig. 2.14 (a) Concept of the use of the edge microtoroids. (b) Schematic illustration of
the fabrication processof the edge microtoroid.

2.4 結合共振器の測定

ここでは作製したエッジトロイドを用いて結合共振器を実現し，その結合共振器の特性

の評価について述べる．

2.4.1 アライメント

共振器間のギャップが変えられる自由度の高い side-coupleの結合共振器を実現するに
は，それぞれの共振器が XYZ 軸の 3 方向に自由に移動できる必要がある．結合共振器
のための実験装置は Fig. 2.15のようになっている．それぞれのアルミ板の上にエッジト
ロイドがのったチップを設置している．それぞれに XYZステージを付けているので，独
立に移動することができる．また今回の実験では，片方の XYZ軸ステージが PCにつな
がっており，1 µm, 100 nm，10 nmと一定の間隔で移動できるようになっている．もう片
方は手動の XYZステージになっているが，手動だけでは共振器を近づけるときに細かな
動きができなくなってしまうため，XYZの 3軸にそれぞれピエゾ素子を搭載し，ピエゾ
コントローラを用いて電圧を変化させることで数 nmの繊細な位置調整が可能となってい
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る．さらにゴニオメータも組み込むことで，共振器を近づける際の角度のアライメントも

できるようにした．以上のような機能を持った移動ステージを使うことによって，テーパ

ファイバ，2つのエッジトロイドをそれぞれ適切な位置・角度までアライメントを行う．

Fig. 2.15 The system for achieving coupling between two edge toroid microcavities.

2.4.2 共振周波数チューニング

次に共振器周波数のチューニングを行う．モード結合の前提として，結合するモードの

周波数は一致している必要がある．共振器の共振周波数は一般的に共振器自体の材料やそ

の形状に依存しているため，意図的に共振波長が一致しているエッジトロイドを作製す

るのは極めて困難である．そこでまず初めに作製したエッジトロイド共振器の共振周波

数を測定し，ある程度近い共振周波数を持っているような共振器を 2 つ選び出す必要が
ある (Fig. 2.16)．その後，多少の共振波長の差を熱による共振波長のシフトを用いること
で，実験では共振波長の一致を行った．この熱による共振波長のシフトは熱光学効果 (TO
effect: Thermo optic effect) に基づいてる．熱光学効果は熱を与えることで共振器材料の
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屈折率が変化することであり，以下の式で関係付けられる．

∆nTO =

(
dn
dT

)
· [T (r, z) − T0(r, z)] = ξ[T (r, z) − T0(r, z)], (2.28)

ここで ∆nTO は熱光学効果による屈折率の変化，dn/dT は熱光学係数，T0 は初期状態

の温度をそれぞれ表している．ここでは共振器の温度を直接変化させることを考えたが，

共振器に光を入射し，その光の一部分が吸収され共振器の温度が増加することもある．熱

光学係数が正の場合は，温度が上がると共振波長が長波長側にシフトし，熱光学係数が負

の場合は共振波長が短波長側にシフトする．シリカは熱光学係数が正であるため，温度が

上がると長波長側にシフトする．シリカで作製されたトロイド共振器では，熱による共振

波長の変化の割合が約 13 pm/K である．つまり共振器の温度を 10K 変化させることで，
その共振波長を 130 pm(約 16 GHz) シフトさせることができる．実験で用いるトロイド
が約 100 µm 以下であり，その FSR は約 5.3 nm であるため FSR 分移動させることがで
きない．そこで結合共振器作製する場合は，ある程度共振波長が近いモードを選ぶ必要が

ある．

Fig. 2.16 Transmission spectra of the two silica toroids. The orange arrow denotes the
two optical modes employed for the coupling
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Fig. 2.17 (a) The microscope image of the two edge toroid microcavities during the
resonance matching. (b) The transmission spectra during the resonance matching.

前述のとおり，共振波長のチューニングには共振器の温度を制御することが必要であ

る．そこで実験ではシリカのチップの下に TEC(Thermoelectric Cooler) を設置した．こ
れにより共振器の温度をフィードバック制御することを可能にした．シリカのチップと

TECの間には熱伝導性能が良いカーボンテープを用いた．Figure 2.17には実際に共振波
長のチューニングを行ったときの結合共振器の図とそれぞれの共振器の共振波長のシフ

トを示している．それぞれの共振波長を同時に観測するために，まず Fig. 2.17(a) のよ
うに XYZ ステージを動かすことで共振器 1 とテーパファイバ，共振器 2 とテーパファ
イバをそれぞれ結合させる．ここで共振器 1 と共振器 2 は結合していないことに注意す
る．Figure 2.17(b) の一番上の透過率が初期状態でのそれぞれの共振波長を示している．
初期状態では約 20 pm共振波長がずれているのがわかる．ここでは共振器 1の共振波長
の方が短波長側であるため，共振器 1 の温度を上げた．実験では共振器 2 の温度を一定
になるように制御している．図では共振波長 1の温度を (29.24 ◦C，31.06 ◦C，33.00 ◦C，
34.00 ◦C)のように変化させた．共振器 2は TECで温度を一定に設定しているが，共振波
長がシフトしているのが確認できる．この原因としては共振器どうしがかなり近い状態で

実験を行っているので空気を介して熱が伝わっている，またはテーパファイバを介して熱

が伝わって共振器 2の温度も変化していると考えることができる．また実験では共振器の
温度は 50 ◦C ほどまでしか上げることができなかった．これは共振器からシリカのチッ
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プに熱が逃げていると考えられる．また実験では共振波長のシフトは 100 pmほどまでな
らチューニングすることが可能であった．ただ今回の方法だと温度変化させていない共振

器まで，熱が伝わってしまい共振波長のチューニングが制限されてしまった．共振波長の

チューニング方法として，レーザのスポットサイズを絞って，共振器に直接照射すること

で狙った共振器の共振波長を制御する方法も提案されている [69]．

2.4.3 モード結合の実現

前節で示したように，共振波長のチューニングを行い，選択した 2つのモードの共振波
長を合わせこんだ．その後，共振器 1をテーパファイバから離し，共振器 2に近づけるこ
とで共振器どうしを結合させた．その時の図が Fig. 2.18(a)である．エッジトロイド共振
器において，チップ上からはみ出している部分は約 10 µm程度であるので，チップ同士の
平行度合いなどアライメントには十分に注意する必要がある．Figure 2.18(b)では共振器
間のギャップを 1 µm程度に近づけ結合させた状態で，共振器 1の温度を変化させた場合
の透過スペクトルを示している．これにより，モード結合の状態で見られるアンチクロッ

シングを確認することができた．以上より実験においてシリカトロイド共振器を用いて結

合共振器を作製することができたことがいえる．

Fig. 2.18 (a) The microscope image of the coupled silica toroid microcavities. (b)
Measured transmission spectra of the coupled silica toroid microcavities for different tem-
perature of cavity1.

次に透過スペクトルにおいて共振器間の結合強度がどのように影響しているかを実験し

た．Figure 2.19(a)では共振器 1を共振器 2に 100 nmずつ近づけていった場合の透過ス
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ペクトルの変化をあらわしている．共振器間のギャップが小さくなるとそれぞれのモード

のオーバラップが大きくなるので，結合強度が強く (つまりモードスプリットが大きく)
なっている．この傾向が Fig. 2.19(b),(c)を見ると，わかりやすい．ここでは横軸を共振器
間のギャップとして，モードスプリット (青いプロット)と Q 値 (赤いプロット)がどのよ
うに変化するかを表している．共振器間のギャップを小さくしていくと，指数関数的に

モードスプリットが大きくなっていることがわかる．結合強度に対する Q 値の変化に関

しては，Figure 2.19(a)を見ると結合強度が小さくなるにしたがって，Q 値が劣化してし

まっていることがわかる．しかし，Figure 2.19(b)を見ると，共振期間の結合強度が大き
くなっても，それほど Q値が劣化しておらず，その値を維持していることがわかる．この

ように結合する度に，Q値の劣化が起きたり起きなかったりするのはモード結合させた場

合にどのモードを結合させるかが Q 値の変動に大きく影響しているからだと考えられる．

ただ実際には共振器どうしがかなり近づいている場合は，表面散乱の影響を強く受けるの

で Q 値の低下がある．また．今回の実験では共振波長がある程度近いという判断基準を

もとに用いた 2つのモードを選択したため，どのモードを用いるかは考慮していない．な
ので適切なモード選択を追加で行うことができれば，このような高い結合領域における Q

値の維持も達成できると考える．結果として，共振器のサイズを小さくすることで，同様

にモード結合をさせた場合高い Q値 (狭い線幅 Γd)を保ったまま，大きなモードスプリッ
ト Γ を得ることができた (Fig. 2.19(c))．強い結合領域において，どの程度 Q 値が高く維

持できているかは，Γ/Γd で評価でき，今回はトロイド共振器は非常に高い Q 値を持って

いるおかげで，非常に高い Γ/Γd ≃ 500を達成することができた．
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Fig. 2.19 (a) The transmission spectra of the coupled silica toroid microcavities for
different gaps between two cavities. (b) and (c) Gap vs mode splitting for (b) (R1, R2) =
(35 µm, 31 µm)and (c) (R1, R2) = (28 µm, 29 µm).
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第 3章

ブリルアンレージング

3.1 基本理論

微小光共振器による誘導ブリルアン散乱の過程はまだ研究が始まったばかりであり，理

論的な解析もまだ不明確なものが多い．ここでは，誘導ブリルアン散乱 (SBS)について詳
細に，位相整合条件やエネルギー保存などの条件，および重要な SBSゲイン係数につい
て説明し，結合共振器系を用いた誘導ブリルアンレーザの実験結果について述べる．

ブリルアン散乱

熱的に励起された音響フォノンによって，散乱したフォトンのことを自発的ブリルアン

散乱 (spontaneous Brillouin scattering)と呼ぶ．自発的散乱という用語の意味は，光波が音
響波を誘導し，増強する誘導ブリルアン散乱の場合とは対照的に，光波の存在が材料の応

答を変化させないことを意味する．自発的散乱には，ブリルアン散乱とは異なった発生過

程のラマン散乱，レイリー散乱などもあるが，ここではブリルアン散乱のみに注目する．

ブリルアン散乱のおける光波と音響波との相互作用の模式図を Fig. 3.1に示す．
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Fig. 3.1 (a) Incoming plane wave scattering of a density / pressure wave, generating a
backscattered Stokes signal. Due to the Doppler shift the Stokes signal is at lower frequency.
Inset: Phase matching condition for Stokes scattering process. (b) Same as (a) but for the
case of anti-Stokes Brillouin scattering. The anti-Stokes wave has the higher frequency
relative to the pump wave. (c) Scheme of a typical spectrum of spontaneous Brillouin
scattering in backreflection.

一般性を失わずに，Fig. 3.1に示す図より，散乱する周波数と運動量の簡単な関係を導出
するために，平面波の光波と音響波を E(r, t)，A(r, t) を考える．これらの平面波は以下

のように書くことができ，光波および音響波は主に波数ベクトル β/qおよび周波数 ωi/Ω

にそれぞれ依存する．

E(r, t) = E0 · exp[i(β · r − ω · t)] (3.1)
A(r, t) = A0 · exp[i(q · r − ω · t)] (3.2)

E0，A0 はそれぞれの振幅ベクトルであり，r ，t はそれぞれ空間，時間座標である．

ブリルアン散乱の過程では，生成される 2 次の光波が 2 種類あり，これをストークス
(Stokes)光とアンチストークス (anti-Stokes)光と呼ぶ．ストークス光はポンプ光に比べて
周波数がダウンシフトしており，アンチストークス光は周波数がアップシフトしている

(Fig. 3.1). この周波数シフトは動いている物体 (この場合は伝搬する密度波)に対して散乱
した場合のドップラーシフトに関連している．両方の散乱プロセスは厳密な位相整合およ
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びエネルギー保存則を満たす必要がある．つまり，エネルギー保存則では，ポンプ光 ωp

とストークス光 ωS(アンチストークス光 ωAS)の周波数差が音響波の周波数と等しいとい
う条件を満たす必要がある．

ωS,AS = ωp ∓ΩB (3.3)

さらに各光波の波数ベクトルと音響波の位相整合条件として，以下の式を満たす必要が

ある．

βS,AS = βp ∓ q (3.4)

ここでの運動量はベクトル的な性質であるため，ベクトル的に加算および減算する必要

がある．しかし，導波路のような形状においては散乱角は制限されている．そのため，前

方または後方へ散乱するような光学モードのみがサポートされることになる．つまり，こ

の場合運動量ベクトル間の角度は 0または 180◦ になり，運動量の加減算はシンプルなも
のとなる．材料中の波長に対して比較的大きなモード断面積を仮定すると（この論文で使

用されるすべての共振モードに対して有効な仮定）、音響フォノンに対する分散関係，す

なわち波数に対する周波数の依存性を線形になるように仮定することができる．

|q | = ΩB

νA
(3.5)

νA は材料内の縦方向の音響波の速度を表す．光分散関係は次式で与えられる．

| β | = nω
c

(3.6)

c は真空中での光速，nは材料の屈折率を表す．ここでは，光波の伝播方向を 1つの空
間軸に制限する導波路形状を仮定する．ポンプ光とストークス光 (アンチストークス光)
との間の周波数差は非常に小さいので，音響波の運動量 |q |は後方ブリルアン散乱の場合，
|q | ≈ 2| βp | のようになる．したがって，この場合の音響波の運動量は前方ブリルアン散乱
の場合とは対象的に，非常に大きくなる．これらを考慮すると，導波路内のブリルアン周

波数シフトは次式で与えられる．

ΩB =
2neffvl

λ
(3.7)
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屈折率 nは導波路の有効屈折率 neff および波長λで置き換えられる．一般的な石英ファ

イバを仮定すると，νA = 5.96km/s，n = 1.45であるので，通信波長帯である λp = 1550nm
ではブリルアン周波数シフト νB は約 11 GHzと計算することができる．

誘導ブリルアン散乱

前述したような自発的ブリルアン散乱に対して，誘導ブリルアン散乱の根底の物理には

電歪効果と光弾性効果の 2 つの物理現象がある．入力された光波は材料の密度を変化さ
せ，電歪 (electrostriction)と呼ばれる効果によって音響波を増強する．密度の変化は材料
の誘電率を変化させる．これは光弾性効果として知られている．一方，この誘電率の変化

は，光波に逆作用を引き起こす．この双方向の相互作用を Fig. 3.2に概略的に示す．初め
にポンプ光が導波路に結合する (Fig. 3.2(a))．このとき小さなシード光が逆方向に伝搬し
ている (シード光は熱励起にて生じる場合もある)．そして，ポンプ光とシード光が干渉
し，ビートパターンを形成する (Fig. 3.2 (b))．このビートパターンは音響波の速度で導波
路を伝わり，媒質の屈折率変調を引き起こす (Fig. 3.2(c))．これにより，ポンプ光はドッ
プラー効果を受け，後方散乱したストークス光の周波数はダウンシフトすることになる．

誘導ブリルアン散乱ではポンプ光の強度を強くすることにより，誘導的にフィードバック

が起きている (Fig. 3.2 (d))．
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Fig. 3.2 (a) An optical pump wave coupled into a waveguide with a counter-propagating
optical seed wave. (b) The two counter-propagating waves form a interference / beat-pattern
with high and low intensities. (c) If the beat-pattern from (b) is strong enough and travels
with the speed of sound it excites resonantly an acoustic wave. (d) The acoustic wave
backscatters the pump at the same frequency as the optical seed (Stokes) wave, which
subsequently builds up and hence forms a deeper interference pattern.

ブリルアン散乱については，大きく 3 つのタイプがあれ，Fig. 3.3 のように示される．
Figure. 3.3 (a)の場合は，SBS generatorと呼ばれ，媒質中の熱励起されたフォノンからポン
プ光に対してストークス光が発生し，これは自然ブリルアン散乱に対応する．Figure. 3.3
(b)の場合は，シード光源となるような小さなストークス光を導波路に結合させることで，
SBSの効果により，そのストークス光が増強される過程を示している．最後に，Fig. 3.3
(c)の場合は，共振器構造がストークス光に対してフィードバック構造となっており，特
定の閾値を超えると，発振し，狭線幅なストークス光が発生する．これがブリルアンレー

ザと呼ばれている．

Coherent acoustic wave Coherent acoustic wave
Stokes wave

circulating

Optical
pump

Feedback for Stokes

Stokes
seed

Optical
pump

Enhanced
Stokes wave

Optical
pump

Stokes
wave

Thermal
phonons

(a) (b) (c)

Fig. 3.3 Different Brillouin configurations. (a) Brillouin generator. (b) Brillouin ampli-
fier. (c) Brillouin laser.
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SBSを効率に発生させるために，重要なのがその材料におけるブリルアンゲイン G で

ある．シード光として，パワー P0(0) のストークス光を導波路にインプットした時，SBS
によって増強されたアウトプット Ps (L) が Ps (L) = P0(0) · eG で与えられると仮定する
と，ブリルアンゲイン Gは以下のように与えられる．

G =
gB,wgPLeff

Aeff
(3.8)

ここで，P をポンプ光のパワーとすると，Aeff は実効モード面積であり，Leff は Leff =

(1/α) ×
(
1 − eαL

)
で定義される実効相互作用長，媒質における線形減衰係数を α，導波

路長を L とする．導波路におけるブリルアンゲイン係数 gB,wg は以下のように与えられ

る [70, 71]．

gB,wg =
4πn8p2

12

λ3
pcρ0ΩBΓB

· η (3.9)

ブリルアンゲイン係数 gB,wg は，媒質の屈折率 n，光弾性係数 p12，ポンプ波長 λp，光

速 c，材料密度 ρ0，ブリルアン周波数シフト ΩB，ブリルアンゲインの帯域幅 ΓB，および

音響ー光オーバラップ η に依存している．ローレンツ型振幅応答 M (ω) は次式で与えら

れる [72]．

M (ω) = exp
G ·

Γ2
B

4 · (ωp −ΩB − ω)2 + ΓB

 (3.10)

ブリルアンゲイン帯域幅は材料によって異なるが，数十MHzのオーダーであり，フォ
ノンの寿命に反比例する．第 1章で述べたように，この狭帯域の振幅応答は，オンチップ
の狭線幅フィルタから増幅器やレーザまで，多くのアプリケーションで利用されている．
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Fig. 3.4 (a) Amplitude response of SBS. (b) The according phase response of SBS.

この狭帯域の振幅応答は，同様に狭帯域の位相応用が伴う (Fig. 3.4 (b))．その位相応答
Φ(ω) は以下のように与えられる [72]．

Φ(ω) = −G · ΓB ·
ωp −ΩB − ω

4 · (ωp −ΩB − ω)2 + Γ2
B

(3.11)

位相応答が狭い周波数範囲にわたって発生するという事実は，選択的な RF位相シフタ
として利用することができる [72–74]．SBSの振幅および位相応答はポンプ波長にほとん
ど依存しないので，SBSは非常に高い周波数範囲のチューナビリティを持ったデバイスを
実現できる．

3.2 微小光共振器におけるブリルアン発振

ここでは簡単のために Fig. 3.5のように 1つの共振器における誘導ブリルアン散乱を考
える．前述したようにブリルアン散乱は媒質の音響波との相互作用であり，低周波側にダ

ウンシフトしたストークス光が発生する．そしてポンプ光とストークス光のビートで表さ
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れる電磁波の変化は電歪効果 (electrostriction)という現象より，媒質の屈折率の変調を発
生させる．それによりメカニカルな振動はポンプ光やストークス光との間でエネルギーの

交換が行われる．この過程ではメカニカルな振動の周波数分だけポンプ光とストークス光

の周波数が離れている場合に効率的に起こる．十分なパワーの光がポンプされた場合，こ

の過程は誘導的になる．つまり誘導ブリルアン散乱では 1 つの光学モードが励起された
場合，2 つ目の光学モードと 1 つのメカニカルなモードが発生することを意味している
(3.5)．

Fig. 3.5 Schematic illustration of the Brillouin laser in a single microcavity.

共振器で誘導ブリルアン散乱を励起するためには，ポンプ光とストークス光それぞれが

共振波長と一致している，つまりポンプ光からブリルアン周波数シフトした位置に共振波

長を持っている共振器が必要である．この条件を達成するために先行研究では 2つの方法
が提案されている．

1つ目は共振器の FSRをブリルアン周波数シフトに一致させる方法である (Fig. 3.6(a))．
この方法を採用すると，共振器のサイズが大きくなってしまう．シリカで作製された共振

器を仮定して実際に計算を行うと，シリカのブリルアン周波数シフトは 11 GHzであるの
で 11 GHzの FSRを達成しようとすると，

νFSR =
c
πnR

(3.12)

より共振器の直径が R = 6 mmとなる．ブリルアン周波数シフトはどの材料でも約数十
GHzであるため，共振器のサイズがこのように数 mmがと大きくなってしまう．さらに
FSR は共振器のサイズで依存しており，共振器が 1 mm ずれるだけで FSR が数 GHz 変
わってしまうため，かなり高い精度で共振器を作製することが求められる．
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この方法では同じ縦モードを用いることを仮定していたが，ポンプ光とストークス光に

対応するモードが必ずしも同じ縦モードである必要はない．微小光共振器は一般的にマル

チモードである．そこで 2つ目の方法として，別の縦モードも候補にいれることで，ブリ
ルアン周波数シフト分だけ離れた高次モードを用いる方法もある (Fig. 3.6(b))．この方法
であると FSRの制限が必要なくなるため，共振器サイズを小さくすることが可能となる．
ただこの条件を満たすような共振器を意図的に作製することは難しい．

つまり，先行研究で用いられているどちらの方法を用いても，共振器の形状やサイズの

精密なコントローラが必要になってしまう．微小光共振器の形状を精密に設計して作製す

る研究 [75,76]はまだ始まったばかりであり，依然として非常に大きな課題となっている．

Fig. 3.6 Schematic illustration of Brillouin lasing (a) by using FSR which match to the
Brillouin frequency shift. (b) by preparing high-order transverse WGMs that separate the
Brillouin frequency shift .

そこで本研究で用いた方法は結合共振器を用いて，スーパーモードのスプリット幅をブ

リルアン周波数シフトに合わせるという方法である．第 2章で議論したようにモードスプ
リットの幅は結合強度によって決まるため，共振器のサイズの精密なコントロールを必要

することなく，誘導ブリルアン散乱を発生させることが可能となる．

3.3 実験セットアップ

結合共振器を用いた誘導ブリルアン散乱の実験を行うために，まずはシリカのブリルア

ン周波数シフトである 11 GHzのモードスプリットを得る必要がある．まず，2章で述べ
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たようにシリカトロイド共振器の作製を行った．このとき，大きなモードスプリットが得

られるように，なるべく小さな直径をもった共振器を作製した．ここで作製した 2つのシ
リカトロイド共振器はメジャー直径 50 µm，マイナー半径 6 µmであった．ここで選択す
る 2つのモードの Q 値に関しては，同程度になるように Q 値が 1.5 × 107 と 1.3 × 107 の

モードを選択した．仮に，選択したモードのそれぞれの Q値の差が大きいと，ファノ共鳴

が起こるため，今回のように Autler-Towns splittingが起きない．そして，それぞれのトロ
イド共振器を近づけて，結合共振器系を構築した．11 GHzのモードスプリットが得られ
た時の結合共振器の図を Fig. 3.7に示す．
ここでは共振器 1(C1) がテーパと結合しており，共振器 1(C1) と共振器 2(C2) が直接

結合している．結合強度のチューニングは共振器 2(C2)の位置をピエゾステージを用いる
ことで変化させることで実現している．Figure 3.7 (b) では，低周波側が symmetric モー
ド MS を示し，高周波側が anti-symmetricモード MAを示している．このときそれぞれの

モードの Q 値は 2 × 106，共振波長は，1558.57 nmと 1558.66 nmであった．強く結合さ
せる時に，Q 値の劣化が確認されたが，SBSを発生させるには十分高い Q 値なので，こ

のモードを用いて実験を進めた．この Q の劣化に関しては，最適なモードを用いること

で防ぐことが知られているので [77]，今後実験を行う時は，結合時のモードに対しても注
意する必要がある．

Fig. 3.7 (a) Microscope image of the coupled silica toroid microcavities. (b) Transmission
spectrum of coupled silica toroid microcavities. The pump signal is injected in high-
frequency resonance (MAS: anti-symmetric mode), and the SBS light is generated in a low
frequency mode (MS: symmetric mode).

ブリルアンレージングのための実験セットアップを Fig. 3.8 で示す．ここでは，ポ
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ンプモードを励起するために波長可変レーザ (TLS: tunable laser source) を用いた．ま
た，ポンプ光のパワーは，EDFA(erbium-doped fiber amplifier) と光可変アッテネータ
(VOA:variable optical attenuator) を用いることによって制御した．後方散乱する光は光
サーキュレータを通して，オシロスコープにつないであるフォトディテクタ (PD: photo
detector)と光スペクトルアナライザ (OSA: optical spectrum analyzer)で検知している．ま
た後方散乱する光において SBSによる散乱光のみを検出するために，狭帯域幅のバンド
パスフィルタ (BPF: band pass filter)を用いた．
実験は以下の手順で行った．まず共振器間の距離を調整した後，ポンプ光の周波数をお

およそモードスプリットしている高周波側の anti-symmetricモード MAS の周波数に合わ

せた．そして，SBS光が確認されるまで，ポンプパワーを上げていき，ポンプ光の周波数
を細かくスキャンした．スーパーモードのモードスプリット幅は共振器間の距離に敏感で

あるため，SBS光が最も強く検知できるように，測定の間も共振器間の距離を調整しなが
ら実験を行った．

Fig. 3.8 Experimental setup for Brillouin lasing .

3.4 結果

Figure 3.9にその実験結果を示す．Figure 3.9 (a)は光スペクトラムアナライザを用いて
後方散乱してきた光のスペクトルデータを示している．これを見ると，ポンプした波長

は anti-symmetricモード MAS の一波長であるにもかかわらず，2つピークが見えている
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のがわかる．高周波側に見えるピークはポンプした波長と同一であり，レイリー散乱によ

るものである．低周波側のピークはポンプ波長に比べてシリカのブリルアン周波数シフト

と一致した約 11GHzのところにあらわれている．この低周波のピークが誘導ブリルアン
散乱によるものなのかを確認するため，実験では結合共振器の結合強度を変えて実験を

行った．その結果が Fig. 3.9 (a)の赤色のプロットと青色のプロットで示されている．赤
色のプロットはちょうどモードスプリット幅がブリルアン周波数シフトに一致した場合

(Γ ≃ 11 GHz)を示しており，青色のプロットはその条件から結合共振器の結合強度を変
化させ，モードスプリット幅をずらした場合 (Γ , 11 GHz ) を示している．モードスプ
リット幅がブリルアンシフトに一致している場合にのみ SBSによるストークス光が発生
しているので，確かに結合共振器によるモードスプリット幅を用いることで，ブリルアン

発振が起きていることがわかる．

次の実験ではポンプ光の強度に対して，誘導ブリルアン散乱によってどの程度出力パ

ワーが得られるかを測定した．この結果を Fig. 3.9 (b)に示す．この図における横軸のポ
ンプ光の強度は共振器にカップルした光のパワーを表しており，出力パワーも共振器から

得られた誘導ブリルアン散乱によるパワーを示している．この図をみると確かに閾値動作

が確認でき，約 50 mWのところが閾値であるとわかる．したがって，ここでの散乱現象
は自然散乱過程ではなく，誘導散乱過程でブリルアン散乱が発生したとわかる．ただこの

実験では結合強度が高い，つまり共振器どうしがかなり近い条件で実験を行っているた

め，モードスプリット幅が不安定であった．誘導ブリルアン散乱の基本理論のところで述

べたように，誘導ブリルアン散乱のゲインはちょうどブリルアン周波数シフトに一致した

ところで最大値をとり，その条件からずれるとゲインが低下する．したがって，この実験

では 10回データを取得し，標準偏差を計算することにより，エラーバーを作成している．
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Fig. 3.9 (a) Spectrum of SBS lasing behavior. SBS light is observed when Γ ≃ 11 GHz
(red line), while no lasing action is observed when Γ , 11 GHz (blue line). (b) SBS output
power for different input pump powers.

3.5 考察

3.5.1 閾値について

モードスプリットを利用することで，結合共振器によるブリルアン発振を実験的に確か

めることができた．そこで次は実験で得られた結果をもとに先行研究との比較を行った．

それぞれの研究を共振器材料，閾値，デバイスサイズ，Q 値，オンチップで作製可能か，

共振器サイズのコントロールが必要かで比較したのを Fig. 3.10 に示す．これを見ると，
シリカトロイド共振器を用いているのでオンチップで作製できる点，デバイスサイズが小

さい点，共振器サイズの精密なコントロールが不要な点では他研究と比べ優位性があると

考えられる．しかし図を見ればわかるように，閾値が mWオーダと大きくなってしまっ
た．したがってここでは閾値について議論を行う．
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Fig. 3.10 Comparison with previous studies on Brillouin lasing.

誘導ブリルアン散乱の閾値の理論式は次のように書き表すことができる [54]．

Pth =
π2n2Vm

BgBλPλBQPQB
(3.13)

nはシリカの屈折率で 1.45，Vm は実効モード体積，B はモードのオーバラップ，gB は

シリカのブリルアン利得，gB はシリカのブリルアンゲイン，λP，λB，QP，QB はそれぞ

れポンプ光とブリルアン光の波長と Q 値を表している．ここで今回の実験条件と比較す

るため，シリカのブリルアン利得は gB ∼ 4.5 × 10−11 m/Wとし，λP，λB は 1558 nm，2
つのモードの Q 値は 2 × 106 を仮定した．

次に実効モード体積を計算する．トロイド共振器の実効モード体積を厳密に求めるため

には，トロイド形状のWGM共振器の波動方程式を考える必要がある．四光波混合，ラマ
ン散乱，ブリルアン散乱などの 3 次の非線形額効果の場合は，利得係数がポンプ光の強
度に比例する．またその利得はピーク強度に近い領域で生じる．これをもとにして考える

と，実効モード体積は次のように与えられる．

VeffNL =
*.,
∫
V
|EP |2dV

∫
V
|EB |2dV∫

VC
|EP |2 |EB |2dV

+/- ≈
(∫

V
|EP |2dV

)2∫
VC
|EP |4dV

(3.14)
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非線形現象を考える場合はこの光の強度で定義した実効モード体積を用いる必要があ

る．線形現象の場合はエネルギーで定義できる実効モード体積を用いる．

V =

#
ε |E(x, y, z) |2dxdydz

max[ε |E(x, y, z) |2]
(3.15)

ここでは体積を考えたが面積でも同じように実効モード面積を定義できる．これをも

とにトロイドのマイナー半径，TE-TMモードを変化させた場合の計算結果を Fig. 3.11に
示す．

Fig. 3.11 (a) Effective mode area for a toroid microcavity as a function of minor diameter
and TE-TMmode. (b) Effective nonlinear mode area for toroid microcavity as a funtion of
minor diameter and TE-TMmode.

ここで，トロイドのメジャー直径を 50 µm，マイナー半径を 6 µm と仮定すると，式
(3.13)より非線形の実効モード体積は 694.97 µm3 と計算することができる．ただ，想定

しているのは 1つの共振器だけではなく，2つの共振器を結合させた結合共振器を考えて
いるので，ここでの実効モード体積 Vm は単純に 2倍し，2 × 694.97 µm3 とした．あとは

B で示されるモードオーバラップを考えなければならない．ここでのオーバラップという

のは，ポンプ光のモードとブリルアン光のモードのオーバラップを示す．1つの共振器を
用いている場合は，それぞれのモード分布を計算して，そのオーバラップを考えれば求

められる．ただ結合共振器の場合は symmetric モードと anti-symmetric モードのオーバ
ラップを考えることになるが，これをどのように扱うかが問題となる．symmetricモード
と anti-symmetricモードでは共振器の結合間で位相が π ずれていることが知られている．
ここでは簡単のために先行研究にならい B ∼ 0.5 としたが，仮にモードオーバラップが
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極端に小さいならばこれは閾値増加の方向に働いてしまうので，結合共振器の symmetric
モードと anti-symmetricモードのオーバラップを厳密に求めることは今後の課題となる．
以上で示した仮定を用いると，閾値は 0.13 mWと計算できる．これより，実験値と計

算値で大きく異なってしまった．この閾値の実験値と計算値の差異の原因はいくつか考え

られる．1つ目はモードスプリットとブリルアン周波数シフトのデチューニングの問題で
ある．理想的には，ブリルアン周波数シフトとモードスプリット幅が完全に一致してい

る時に，ブリルアンゲインは最大となり，結果的にアウトプットが最大となる．しかし，

モードスプリット幅はトロイド共振器間のギャップに対して指数関数的に変わることによ

り，実際にはモードスプリット幅は時間的に揺らいでおり，モードスプリット幅にはブリ

ルアン周波数シフトに対してズレが生じていると考えられる．このデチューニングの影響

によって，閾値も高くなってしまっていることが考えられる．また，実験の条件である

11 GHzのモードスプリットを得るためには，共振器どうしをかなり近づける必要がある
ため，共振器の機械的な揺れによってレーザ動作が不安定になってしまう．それにより閾

値が不安定である可能性もあるため，モードスプリットを安定にした上でもう一度実験を

行う必要性がある．

2つ目に考えられる要因としては温度の問題である．誘導ブリルアン散乱はその応用と
して温度センサがあることから，温度依存性が存在する．つまり，温度が変化することに

より，ブリルアン周波数シフト (ブリルアンゲインのピーク)も変化してしまう．例えば，
シリカの光ファイバにおけるブリルアン周波数シフトの熱係数は 1.25 MHz/◦Cと報告さ
れている [78]．今回の実験では，結合共振器系として 2 つの共振器を用いており，その
2つの共振器の温度は共振波長を一致させるために，異なる温度となっている．したがっ
て，それぞれの共振器のブリルアン周波数シフトがずれてしまっているため，さきほどの

モードスプリット幅とのデチューニングの問題に関わってくると考えられる．ただし，今

回の実験では比較的低い Q 値である 106 のモードを用いているため，ブリルアン周波数

シフトが 10 MHz程度温度でずれているとしても，共振モードの線幅 (100 MHz)に対し
ては小さいので，温度変化による影響は少ないと考えることができる．

次に閾値の計算に関してであるが，これはさきほど議論したモードオーバラップ B が

正確な値ではないため，これを厳密に求める必要がある．また他の原因としては用いた

WGMのモードが実験と理論で異なってしまっていることも考えられる．この問題を解消
するには，実験で用いたモードが何次のモードかを特定する必要がある．分散を用いるこ

とでモードを特定する方法もあるので，これを用いることで実験で用いたモードを特定す

ることが可能である．さらに理論的に導いた閾値の結果は入力した光が 100%ポンプした
モードに結合していることを仮定としている．実験ではそれほど高い効率で結合していな
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いと思われるので，それも実験と理論で異なってしまった一因であると考えられる．閾値

に関しては実験，理論のどちらからも今後正確に測定，計算する必要があるので，正確な

閾値を得ることは今後の重要な課題といえる．また式 (3.13) で示したように，トロイド
共振器の Q 値を改善できれば，閾値も µWオーダまでは改善できると期待できる．した
がって実験においては高い Q値を維持したまま，モードスプリットが得られるように，共

振器を最適化する必要がある．

3.5.2 結合共振器系のブリルアンレーザ

ここでは，先行研究，つまり単一共振器におけるブリルアンレーザと今回の結合共振器

系のブリルアンレーザの相違点について議論する．まず，1つ目の相違点として，誘導ブ
リルアン散乱がカスケード的に起こるかどうかが挙げられる．先行研究で採用されている

方法は，共振モードの間隔の関係が繰り返し保存されている．したがって FSRをブリル
アン周波数シフトに一致させると，ポンプ光から 1次のストークス光が作り出され，また
その 1 次のストークス光から 2 次のストークス光を作り出すといったカスケード的にス
トークス光が起きる．ポンプ光の強度を強くすることによって，より高次のストークス光

を発生する．そして Fig. 3.12で示すように，1次のストークス光はポンプ光に対して逆向
き，2次のストークス光は 1次のストークス光に対して逆向きとなっているため，結果的
にポンプ光を前方に入射した場合，後方に 1次，3次，…の奇数次のストークス光が発生
し，前方に 2次，4次，…の偶数次のストークス光が発生することになる．
これに対し，今回のモードスプリットを用いた方法は，ある 2つのモードだけの共振波

長をチューニングしているため，ブリルアン周波数シフトだけ離れているようなモードが

ある特定の領域にしか存在しないため，高次のストークス光は発生することはない．これ

は選択的に，1次のストークス光のみを発生させることになり，高次のストークス光を抑
えることができる．
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Fig. 3.12 (a) Optical spectrum of the backscattering light. The pump signal is on the right
and the SBS light is on the left. (b) SBS output power for different pump input powers.

次に，2つ目の相違点として，結合共振器系では結合強度を制御することで，選択的に
ストークス光を増強，または抑制することが可能になる．単一共振器の場合，通常光学

モードの周波数は共振器が作製された後は固定されているため，このような動作を行うこ

とができない．つまり，レーザの ON/OFF動作のようなものが，結合共振器系では可能
であると考えられる．

最後に 3つ目として，今回の研究の利点でもあるが，ブリルアン周波数シフトに一致す
るように FSRを正確に制御を行わずともブリルアンレーザを実現できることである．さ
らに，先行研究の場合，共振器のサイズが大きくなってしまうため，式 (3.13)でも述べた
ように SBSの閾値はモード体積に比例するため，閾値が増加してしまう．しかし，今回
の結合共振器系を用いると，共振器サイズを小さくすることができ，結果的に閾値低下が

可能であると期待できる．
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第 4章

ブリルアンレーザの安定化手法の

提案

4.1 周波数安定化

背景

レーザを扱う研究における重要項目として，そのレーザ源の安定化がある．レーザの安

定化を達成することが可能な方法として，リファレンスとして既に安定性が保証されてい

るファブリーペロー共振器を用いることがある．レーザの周波数を共振器の共振モードに

一致するように動的に調整することができる場合，そのレーザは共振器と同じ安定性を有

することになる．これを達成するための優れた技術は，1983年に Ron Dreverによって提
案された"Pound-Drever-Hall(PDH)"法である．この手法は R. V. Poundがマイクロ波分野
で用いていた技術をレーザ分野に適用したものである．より実用化に向けた手法は John
L. Hallによって考え出された [79]．現在レーザの安定化手法として最も用いられている
PDH法では，100 Hz以上の安定性を実現している [80]．実験においては，高度に振動を
除去することで，数 Hz以下の安定性を達成している [81]．さらに，この PDH法を用い
ることで，ピエゾを動かすことで共振器を安定したレーザにロックすることができ，共振

器長の僅かな変化を正確に測定することもできる．この場合では，レーザに作用はせず，

共振器の共振モードを共振器長を変化させることで制御する．以下では，レーザの周波数

が安定した共振器と一致するように調整されていると仮定する．
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基本理論

レーザをロックするということは，1つの未知な (不安定な)周波数のレーザを，特定の
共振モードの周波数 (既知である) に一致するように動的に変化させることである．した
がって，レーザの周波数と共振器の共振周波数の差を常に測定し，これを用いてレーザの

周波数を適切に制御する必要がある．先程紹介した PDH法はこの要件を達成するための
1つの方法である．この方法には，レーザの強度の揺れに対してある程度寛容であるとい
う利点がある．

この周波数差を直接測定することはできないので，光共振器の反射特性や透過特性を用

いる．ファブリーペロー共振器の場合は反射特性を用いるが，今回は導波路と結合してい

るような光共振器を想定しているため，共振器の透過特性を用いることになる．レーザの

周波数が共振器の共振波長より大きくずれている場合，すべての光は共振器から透過され

る．しかし，レーザの周波数が共振器の共振波長に近い場合は，透過係数は周波数差に依

存し，周波数差がゼロのときに透過率がゼロとなる．従来のレーザロック手法の 1つであ
るサイドロック法では，周波数を安定化させるために単純にこの透過係数の周波数依存性

を利用していた．ただこの場合，透過係数は共振波長のディップに対して，対称であるた

め，レーザの周波数が共振波長に対してどちら側にずれているかが判断できないという大

きな課題があった (Fig. 4.1)．これを解決するためには，いくらかのオフセットを与える
必要があるが，結果として，この方法はレーザ強度に依存してしまうという欠点が残って

しまう．

PDH法では，透過係数ではなく，共振波長のディップに関して非対称である透過係数
の導関数，すなわち共振波長の位相情報を用いることでこの問題を解決している．これを

エラー信号として用いることで，共振波長のディップからどちら側にずれているかが測定

できる．これが PDH方の基本的なコンセプトとなる．
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Fig. 4.1 Schematic diagram for the side lock method and PDH method.

Figure 4.2では，PDH法の基本的な実験セットアップを示す．レーザから発生した光は
まず電気光学変調器 (EOM: Electro-optic modulators)を通過して，変調される．その後，
共振器を通過し，透過した光はフォトディテクタによって検知される．フォトディテクタ

の信号と局部発振器の信号を混合することで，透過係数の導関数を測定する信号の一部を

分離することができ，そのエラー信号をサーボコントローラに入力することで，レーザの

周波数を共振器の共振波長にロックすることができる．

Fig. 4.2 Experimental setup for PDH locking. TSL: Tunable laser source. PC: Polariza-
tion controller. EOM: Electro-optic modulator. LO: Local oscillator. PD: Photodetector.
HPF(LPF): High(Low) pass filter.
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エラー信号の取得

ここでは，PDH法を詳細に理解するために，用いるエラー信号について数学的に議論
する．さきほど説明したような実験セットアップでエラー信号を取得できるということは

直感的にはわかりにくいが，数学的に扱うと非常にわかりやすい．

初めにトロイド共振器に対する透過特性を考える．入射光および透過光がほぼ同じ周

波数であると仮定すると，入射する電界の大きさを E0exp(iωt) と書くことができる．共

振器にレーザ光が結合する前に，ポンプレーザを EOMで変調することで，両側にサイド
バンドを発生させる．ここでの変調周波数は局部発振器の周波数 Ωである．この変調後

にサイドバンドが生成された状態は，ベッセル関数を用いて以下のように表すことがで

きる．

Einc = E0ei(ωt+βsinΩt) (4.1)
≈ E0[J0(β) + 2i J1(β)sinΩt]eiωt (4.2)
= E0[J0(β)eiωt + J1(β)ei(ω+Ω)t − J1(β)ei(ω−Ω)t ] (4.3)

そして，その変調されたポンプレーザを共振器に結合させる．ここで，共振器における

透過係数を F (ω) と表すと，次のように書くことができる．

F (ω) =
Etrans

Einc
=

j (ω − ω0) + (γint − γwav)/2
j (ω − ω0) + (γint + γwav)/2

(4.4)

この式を用いて，共振器の透過特性を表すと，Fig. 4.3のようになる．
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Fig. 4.3 (a) Schematic illustration of single microcavity with input light modulated by
EOM. (b), (c) Plots of the amplitude and phase of the transmission coefficient F (ω).

そして，この透過係数 F (ω) を用いて，共振器の透過後の電界 Etrans をあらわすことが

できる．

Etrans = E0[F (ω)J0(β)eiωt + F (ω +Ω)J1(β)ei(ω+Ω)t − F (ω −Ω)J1(β)ei(ω−Ω)t ] (4.5)

この透過した光をフォトディテクタで検知するので，以下のように表される．

Ptrans = |Etrans |2

= Pc |F (ω) |2 + Ps{|F (ω +Ω) |2 + |F (ω −Ω) |2}

+ 2
√

PcPs{Re[F (ω)F∗(ω +Ω) − F∗(ω)F (ω −Ω)]cosΩt

+ Im[F (ω)F∗(ω +Ω) − F∗(ω)F (ω −Ω)]sinΩt} + (2Ωtems)

(4.6)

この式では，定数項，Ωの項，2Ωの項と大きく 3つに分けることができる．定数項は
共振器を透過した後の透過率を示す．Ωの項はエラー信号として使用した位相特性を表し

ている項となる．したがって，次のステップはこの項のみを取り出す操作を行っていく．
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その操作は先程述べたように，EOMの変調に用いた局部発振器と同じ周波数の信号と
フォトディテクタで検知した信号をミキサーし，その後ローパスフィルタを用いて定数項

のみを取り出すという操作を行う．この操作を行った後の得られるエラー信号は以下の式

で書き表される．

ϵ =
√

PcPsIm[F (ω)F∗(ω +Ω) − F∗(ω)F (ω −Ω)] (4.7)

この式を用いて，エラー信号を記述すると，Fig. 4.4のようになる．

Fig. 4.4 Plot of the Pound-Drever-Hall error signal, when the modulation frequency is high.

サーボコントローラ

エラー信号を取得できたので，これを用いて共振器の共振周波数にレーザの周波数を

ロックする．これを達成するために，サーボループを用いた．サーボループは何らかのエ

ラー信号を入力として受け取り，そのエラー信号がゼロになるまで出力を調整するような
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仕組みである．

今回レーザの周波数安定化のために用いたサーボコントローラは，LB1005(Newport)で
あり，PI ループデバイスである．サーボコントローラの応答速度は一般にその帯域幅に
よって評価される．例えば，100 MHzの帯域幅を持ったサーボコントローラの応答速度
は 10 nsである．今回用いたサーボコントローラ LB1005の帯域幅は 10 MHz程度であっ
たため，その応答速度は 100 ns程度であった．
サーボループを構成する上で，レーザーの発振周波数を制御する方法が必要である．例

えば，YAGレーザでは，YAG結晶の温度を変化させると，その屈折率が変化する．これ
により，レーザの共振器の光路長が変化し，レーザの発振周波数が変化する．この温度制

御は，レーザ媒質が熱平衡に達するまで最大 1秒以上かかってしまうことから，レーザの
ロック手法としてはあまり用いられていない．

現在，一般的にレーザの周波数の変調方法は，レーザの共振器内部にピエゾが取り付け

られており，電圧を印加し，共振器長を変化させてレーザの発振周波数を制御する方法で

ある．今回用いたポンプレーザ TSL-710(santec)もこれと同様な仕組みでレーザ波長を制
御することができる．

実験結果

単一のトロイド共振器に対して PDH法を適用し，用いたポンプレーザの周波数ロック
の実験を行った．そのときの実験セットアップは Fig. 4.2 のようになる．ここで用いた
トロイド共振器の共振波長 λ1 は 1550.648 nm，Q 値は 1 × 107 程度であった．EOM で
の変調周波数に関しては，共振モードの線幅に対して，十分に大きくないといけないた

め今回は変調周波数は 380 MHzで行った．この実験セットアップで得られた PDH法の
エラー信号は Fig. 4.5 のようになった．ここで，青色のプロットが共振器の透過スペク
トルを示しており，赤色のプロットがそれに対応したエラー信号を示している．この図

より，確かに理論的に求めたものとよく一致したエラー信号を取得できることを確認し

た．Figure. 4.5で丸で示した部分をロックするポイントとすることで，ちょうど共振器の
ディップにロックすることが可能になる．
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Fig. 4.5 (a) The calculated result of the PDH error signal. (b) The experimental result of
the PDH error signal. The blue plots shows the transmission spectrum, and the red plots
shows the error singal.

この取得したエラー信号をサーボコントローラに入力することで，レーザの周波数の制

御を行った．実験では，初めにレーザの周波数を共振器の共振周波数に一致させた状態

で，レーザの周波数を PCで外部制御を行い，1.6 pm動かしたときに，PDH法を用いてい
る場合と用いていない場合で透過率にどのような変化が見られるかを測定した．その結果

を Fig. 4.6に示す．赤色のプロットは，ポンプ波長を共振波長に一致させた場合の透過率
を示しており青色のプロットはポンプ波長を共振波長から 1.6 pmずらした場合の透過率
を示している．PDH法を用いていない場合 (Fig. 4.6(a))は，共振波長から 1.6 pmずらす
ことで，ポンプ波長が共振波長から大きくずれてしまっているので，透過率が 1となって
いることがわかる．それに対し，PDH法を用いた場合 (Fig. 4.6(b))は，ポンプ波長をずら
しても，それに対応したエラー信号を取得し，サーボコントローラによりレーザにフィー

ドバック制御が行われたことにより，ほとんど透過率が変化していないことがわかる．こ

こで見られる透過率のゆらぎは用いているレーザ由来のものである．この実験結果より，

微小光共振器を用いたレーザの周波数安定化を実証できた．これは，ブリルアンレーザの

動作を安定化するだけでなく，光カーコム発生，ソリトン発生においても非常に重要な技

術であり，これを本研究室で初めて達成したことの意義は大きい．
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Fig. 4.6 The transmittance for different pump laser frequency (a) without PDH technique
and (b) with PDH technique. The red plots shows the transmittance when the pump
wavelength matches the resonance wavelength at the beginning. And the blue plot shows
the transmittance when the pump laser is shifted from the resonance wavelength by 1.6 pm.

次に，レーザの周波数を共振モードの周波数にロックした場合，時間的に透過率がど

のように変化するかを比較した．その実験結果が Fig. 4.7 である．ここでは，安定化手
法を何も用いていない場合 (blue line)，PDH法を用いた場合 (red line)，サイドロック法
(yellow line)を用いた場合の結果を示した．これを見ると，安定化手法を何も用いていな
い場合は，数分でもかなり透過率が変化してしまうのに対し，PDH法やサイドロック法
を用いることで，その透過率の変化を抑えることができていることがわかる．PDH法を
用いた場合，透過率が揺らいでしまっているのは，エラー信号の大きさが小さく，ノイ

ジーであったことや，フィードバックするパラメータの最適化が完璧には行われていない

ことなどが原因として考えられる．また図中の矢印で示している透過率の急激な変化は実

験室の振動によるものである．
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Fig. 4.7 Long-term measurement of the intensity transmission with the frequency stabi-
lization method(side lock and PDH technique).

4.2 モードスプリットの安定化

ここまでで，ポンプレーザの周波数を共振器の共振波長にロックすることを実証できた

ので，これによって安定的に共振器にレーザ光をポンプすることが可能になった．ただ，

結合共振器系のブリルアンレーザを考える場合，このフィードバックだけでは不十分であ

る．これはモードスプリットが時間的に揺らいでいる可能性があるからであり，この揺ら

ぎによってモードスプリットがブリルアン周波数シフトからずれた瞬間にレーザのアウト

プットも変化してしまうためである．つまり，ポンプレーザの周波数安定化に加え，モー

ドスプリットの安定化が必要になる．そこで，本研究においてブリルアンレーザの安定化

手法として，この 2つのフィードバック構造を組み込んだ実験セットアップ (Fig. 4.8)を
提案する．つまり，ここでは PDH法をポンプレーザの周波数の制御だけでなく，ピエゾ
素子に適用し，共振器の位置制御を行う．
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Fig. 4.8 The experimental setup for Brillouin laser in coupled cavity system via two PDH
feedback loop.

次に，Fig. 4.8の橙色の部分のモードスプリットの安定化についての検討を行った．こ
れまで先行研究として，ボトル共振器のファイバ端にピエゾステージをつけることで，導

波路と共振器の結合を安定化させる研究はあったが [82, 83]，結合共振器のスーパーモー
ドのモードスプリット幅を PDH 法を用いて，安定化させる方法は今まで行われてこな
かった．このモードスプリット幅の安定化が実証されることで，結合共振器系のブリルア

ンレーザの課題の 1つであったレーザ動作の不安定性を解決できると考えられる．
その前に，PDH法を用いていない場合，どの程度モードスプリットが揺らいでいるの

かを測定した．その結果を Fig. 4.9に示す．Figure. 4.9 (a)は上から下にかけて，30秒ご
とに透過率を測定した結果を表している．この結果をわかりやすくするために，横軸を時

間，縦軸をモードスプリット幅とした場合のグラフを Fig. 4.9 (b)で示す．これより，20
分経過すると，スプリット幅が約 2 GHz程度変化していることがわかる．つまり，結合
系のブリルアンレーザでは，アウトプットが数分のオーダでしか安定しないということに

なる．
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Fig. 4.9 (a) Transmission spectra of coupled silica toroid microcavities for different
measuring time. (b) The microscope image of the coupled silica toroid microcavities. (c)
The modes splitting of the supermodes for different time.

強い結合領域においては，結合強度の計算のセクションで示したように，モードスプ

リット幅が共振器間の距離に非常に敏感に効いてくる．つまり，20分間でモードスプリッ
トが 2 GHz揺らいでいるということは，計算から考えると，おおよそ 0.1 µm程度共振器
間の距離が揺らいでいると考えることができる．したがって，この距離の揺らぎをピエゾ

ステージを動かすことで安定化しようと考えた．

レーザの周波数安定化の場合と同様に，PDH法を用いるためにエラー信号を取得する
必要があるが，その前にモードスプリットがエラー信号に及ぼす影響についての検討を

行った．ここでは，Q値が 2 × 107(線幅 10 MHz)を仮定して，弱い結合領域の場合 (モー
ドスプリット幅が 100 MHz) と強い結合領域の場合 (モードスプリット幅が 2 GHz) に，
PDH信号がどのようになるかを計算した．
モードスプリットが共振波長の線幅と同程度であると，Fig. 4.10 (a)のようにエラーシ

グナルが歪み，位相が急激に変化する phase hopping が確認できた．この phase hopping
がロックしたい共振波長付近に現れると，小さな外乱が加わることにより別のモードに

ロックがかかってしまう可能性がある．つまり，このような弱い結合領域の場合は PDH
ロックが難しくなってしまうことがわかる．ただ，モードスプリットが線幅よりもはるか
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に大きい場合は，Fig. 4.10 (b)のようにそれぞれの信号が独立しているため，モードスプ
リットの影響を無視することができる．今回の実験においても，モードスプリットが GHz
以上で線幅よりもはるかに大きい場合を想定しているため，モードスプリットの影響は無

視できるとわかった．

Fig. 4.10 Calculation of PDH error signal in coupled resonator system (a) when the mode
splitting is nearly equal to the linewidth and (b) when the mode splitting is much larger
than the linewidth.

まず，モードスプリットした状態で PDH法のエラー信号が取得できるかの実験を行っ
た．実験セットアップは，周波数安定化で用いたものと同様であり，エラー信号をオシロ

スコープで測定した．Figure 4.11では，赤色のプロットが結合共振器の透過率，青色のプ
ロットがそれに対応したエラー信号を表している．実験で用いた共振器の Q値は 1×107，

モードスプリット幅は 1.3 GHz，EOMの変調周波数は 380 MHzであった．これより，少
し歪んでいるが，共振波長のディップ部分で非対称になるようなエラー信号を計算結果と

同様に得ることができた．
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Fig. 4.11 Experimental results for PDH error signal in coupled microcavity system.

次に，周波数安定化のときに用いた PDH法の実験セットアップにおいて，サーボコン
トローラのアウトプットを半導体レーザではなく，ピエゾコントローラにつないだ．これ

によりピエゾコントローラがエラー信号が一定になるように信号を発生し，ピエゾステー

ジが最適な結合共振間に調整するようになる．

そして取得したエラー信号を用いて，エラー信号の安定化の実験を行った．Fig-
ure 4.12(a) は PDH 法を用いた場合のモードスプリットの変化を測定した結果を示し
ており，Fig. 4.12(b)はブリルアンレージングしたときの光スペクトルを表している．こ
の結果をみると，PDH法を用いても，モードスプリットの揺らぎが軽減できていないこ
とがわかった．ブリルアンレーザを再度実証することはできたが，レーザの不安定性を大

幅に改善することはできなかった．

今回用いたサーボコントローラは，レーザの周波数安定化の時に用いたものと同じ

LB1005 を利用した．このサーボの帯域幅は 10 MHz であったため，その応答速度は
100 ns と非常に高速な信号にも対応している．それに対し，取得したエラー信号は 4.11
をみても，ミリ秒のスケールであるので，サーボの帯域幅が対応していないとは考えに

くい．

85



次にピエゾ素子について考えてみる．今回用いたピエゾ素子は P-854 Piezoelectric
Micrometer Drive(PI 社) を XYZ の 3 軸に組み込み，ピエゾコントローラ (E-663 3-
channel piezo amplifier)を用いて，一軸 (X方向)のみで位置制御を行った．ピエゾ素子で
位置制御を行う際に，重要なのはどの周波数の信号まで対応しているかである．今回のピ

エゾ素子は高速に制御するためのものではなく，動作帯域は 10 Hzであった．さらに，今
回ピエゾ素子を組み込んだ，XYZステージは重量もあって，さらに動作帯域が制限され
てしまっている可能性がある．これによって，エラー信号に対してピエゾ素子が上手く動

作しなかったのも原因の 1つであると考えられる．また，今回の実験セットアップでは，
取得したエラー信号が小さく，これもサーボコントローラに入力される信号としては不十

分であったことも考えられる．得られるエラー信号を増強したい場合は単純に共振器にポ

ンプするレーザのパワーを上げればよい．しかし，共振器に高強度の光パワーが入力され

ると，熱光学効果により共振波長のシフトが起こり，共振スペクトルはローレンツ形状で

あったのが直角三角形の形状へと変化してしまう．これに対応して，PDH法でのエラー
信号も歪んでしまう [83]．したがって，エラー信号を増幅するにはサーボコントローラの
前に電圧アンプをする必要がある．しかし，エラー信号には DC成分から局部発振器の変
調周波数までの成分が含まれており，非常に広帯域の電圧アンプが必要になってしまう．

しかし，ここで示したようなピエゾ素子と信号増幅の条件をクリアすることができれば，

PDH法によるモードスプリットの安定化を実証できると考えられる．

Fig. 4.12 (a) The modes splitting of the supermodes for different time with PDH method.
(b) Optical spectrum of the SBS light.
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第 5章

結論

微小光共振器におけるブリルアンレーザの研究はこれまでいくつか報告されていたが，

すべて単一共振器によるものであった．そこで，本研究では結合共振器系におけるブリル

アンレーザについて研究を行った．

結合共振器を用いたブリルアンレーザには，シリカのブリルアン周波数シフトである

11 GHzのモードスプリット幅が必要である．しかし，トロイド共振器を用いた結合共振
器においてスーパーモードのスプリット幅は数 GHzまでしか報告されていなかったため，
シリカトロイド結合共振器をモデル化し，モードスプリット幅が共振器の形状によってど

のように変化するかを計算した．計算ではトロイドの系を小さくすることで，共振器を結

合させた場合のモードスプリット幅が大きくなることがわかった．特にトロイド共振器の

直径を 55 µm 以下に設定すると 10 GHz 以上の大きなモードスプリットが得られること
がわかった．そこでシリカトロイド共振器を約 55 µmで設計し，結合共振器を作製し，実
験的にシリカのブリルアン周波数シフトとなる 11 GHzのモードスプリットを得ることが
できた．そしてこの 11 GHzのモードスプリットを用いることで，実験的に初めて結合共
振器によるブリルアンレージングを観測した．結合共振器系のブリルアンレーザには，従

来方法の欠点であった共振器サイズの精密なコントロールが不要になり，振器サイズを約

100 µmと小さくでき，オンチップでも作製が可能であるという利点がある．
さらに，結合共振器系のブリルアンレーザの不安定性を解決するために，2つのフィー

ドバック構造を組み込んだ実験系を提案し，それに関しての調査を行った．まず PDH法
を用いることによって，ポンプレーザの周波数と共振器の共振周波数の周波数ロックを実

証した．またモードスプリットの安定化を実現するために，モードスプリットが PDH法
のエラー信号にどのように影響を及ぼすか計算を行い，強結合領域ではその影響を無視で

きることを確かめた．実験においても，モードスプリットさせた状態でのエラー信号を取
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得することができた．これを用いて，PDH法によりピエゾステージを制御し，モードス
プリットの安定化の実験を行ったが，エラー信号が S/N比が小さかったため，実証するこ
とができなかったが，モードスプリットの安定化手法として PDH法が有用であることが
わかった．
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