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第1部

序論

1.1 はじめに

今年 2014年度のノーベル物理学賞は青色発光ダイオード（LED）を開発した赤崎勇，

天野浩，中村修二の 3名に与えられた．その授賞理由は「青色 LEDを使うことで白色

光が新しい方法で作ることができるようになった」1)からである．現在世界の消費電力

の約 4分の 1は光を照らすことに消費されており，また電気の届かない地域の人たち

が安い太陽光エネルギーで使える，低消費電力で発光する LED1)はもはや世界になく

てはならないものになった．

また光は情報通信にも重要なものである．光は文字通り光速であり原理的には伝搬

中に損失はないことから，電線で電気を送るよりも効率がとても良い．そのため長距

離通信においては近年ADSLに代わって光通信が広く普及し始めている．しかし回路

という小さな範囲になると，光の実用化はまったく進んでいない．なぜなら光は信号

処理で用いる場合にはその速さと損失の少なさ，つまり周囲との相互作用の弱さが弱

点となるからである．現在の電子回路も集積化が進み高性能化・省電力化が進んでい

るが，どのような回路を組もうともジュール熱によるロスが発生し，それを低減させ

るのにも限界がある．もし光回路による信号処理が実現すれば，理想的には導波路中

での光の減衰はないので消費電力を 0にできる．この光の信号処理を実現しうる上で，

その一端を担うことが期待されているデバイスの一つが光微小共振器である．このデ

バイスは光を閉じ込めることができ，光の相互作用の弱さを克服しうるものである．光

微小共振器を用いた本研究がこの光回路を含めた最先端の研究の一助となれば幸いで

ある．
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1.2 光共振器

1.2.1 光共振器とは

光共振器とは光を一定時間閉じ込めることのできる素子のことである．最初に発明

された光共振器はFabryとPerotによる干渉計（ファブリ - ペロー干渉計）である．こ

れは反射率が 100%にほぼ等しい平面鏡を平行に並べ，光をその間で反射させ続けるこ

とで閉じ込める干渉計である．この干渉計はある特定の波長（とその整数倍）の光の

みしか共振せずその他の波長の光は減衰してしまうので，バンドパスフィルタとして

も用いられる．これをエタロンという．鏡の間に利得媒質を設置したものは，半導体

レーザの基本構造として広く利用されている．その他の共振器として，光を環状にルー

プさせることによって閉じ込めるリング型共振器や，エネルギーポテンシャルの変化

を利用して光を閉じ込めるフォトニック結晶共振器といった種類が存在する．リング

型共振器では共振器一周の長さに等しい波長（とその周波数の整数倍の波長）の光が

共振する．

　　

Fig. 1.1 : Figures of a Fabry-Perot resonator(left) and a ring resonator(right).

光共振器の性能を評価をする際，光が閉じ込められる時間度合を表すQ値という無

次元数が用いられる．これは閉じ込める光の波長帯域が狭い（共振波長以外が閉じ込

められない）ということと同様の意味を示す．もう一つの指標として光を閉じ込める

空間度合を使うこともある．これはより小さい空間に光を閉じ込められる（モード体

積が小さい）ほど共振器内の光パワー密度が大きくなることを示す指標で，値が大き

いほど高感度になる．本論文ではこの研究に関係する微小光共振器について説明する．
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1.2.2 微小光共振器

微小光共振器には数々の種類があり，たとえばマイクロディスク，マイクロリング，

微小球，フォトニック結晶，シリカトロイドや，CaF2共振器がある．

　　

Fig. 1.2 : Summary of values typical for the cavities. The microcavities are organized
by column according to the confinement method used and by row according to high Q and
ultrahighQ. Small mode volume and ultrasmall mode volume are other possible classifications
that are somewhat complementary to this scheme. Representative, measured Qs and V s are
given and have been taken from the following cited references. Upper row: micropost,3)

microdisk,4) semiconductor,5) polymer6) add/drop filter, photonic crystal cavity.7) Lower
row: Fabry-Perot bulk optical cavity8),9) microsphere,10) microtoroid.11) n is the material
refractive index, and, V , if not indicated, was not available. Microsphere volume V was
inferred using the diameter noted in the cited reference and finesse (F ) is given for the
ultrahigh-Q Fabry-Perot as opposed to Q. Two Q values are cited for the add/drop filter:
one for a polymer design, QPoly and the second for a III-V semiconductor design, QIII−V. [K.
Vahala, “Optical microcavities,” Nature 424, 839-846 (2003).]

今回は光カーコム（後述）の発生を確認した微小光共振器について，特にこの研究

に使用したシリカトロイド微小光共振器を重点的に，その他いくつか例をあげて説明

する．
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1.2.2.1 シリカトロイド微小光共振器

シリカトロイド微小光共振器は 2003年にD. K. Armaniらによって発表された微小

光共振器である11)．これは Fig. 1.3に示すように，シリコン基板上にあるシリコンの

円錐台にドーナツ（トロイド）状のシリカが乗っていることからシリカトロイド共振

器と呼ばれる．この共振器の作製プロセスの概要は以下の通りである．

(1) シリコン基板上に熱酸化膜を作製する．

(2) フォトリソグラフィによってシリカを円形に削る．

(3) フッ化キセノン（XeF2）ガスでエッチングすることによって円錐台状のシリコン

柱の上にシリカの円盤が乗っている構造にする．

(4) レーザリフローによってシリカ円盤を溶融することでその外縁部を滑らかなドー

ナツ状にする．

この論文で実際に測定された直径 90 µmのシリカトロイド微小光共振器の光子寿命は

τcrit = 43 nsであり，そのQ値はQint = 1.25× 108である．

　　

Fig. 1.3 : Scanning electron micrograph of a silica microdisk after selective reflow treatment
with a CO2 laser. The inset shows the microdisk prior to laser treatment. This toroidal
microresonator had an intrinsic cavity Q of 1.00 × 108. [D. Armani, T. Kippenberg, S.
Spillane, and K. Vahala, “Ultra-high-Q toroid microcavity on a chip,” Nature 421, 925-927
(2003).]

この共振器はウィスパリング共振器とも呼ばれ，ウィスパリングギャラリーモード

と呼ばれる共振をする．これは光が誘電体の外側面の内側を全反射していくモードで
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あり，その特性から表面の滑らかさが重要となる．このトロイド型共振器の利点とし

て，トロイド部分がレーザリフローによってシリカの外縁部が溶解して形成されるこ

とで表面が非常に滑らかな共振器となることがあげられる．よって散乱による損失が

抑えられることで高いQ値を示すようになる．また Si(SiO2)の単一の材料からできる

ことも強みの一つである．欠点として，導波路が共振器と同時にチップ上に作製でき

ないため，導波路との結合に手間がかかりかつ不安定であることがある．

1.2.2.2 結晶共振器

結晶共振器はCaF2やBaF2などの結晶を用いて作られる共振器である．上述したシ

リカトロイド微小光共振器と違い，結晶を切削（研磨）して作られ，形状などを（切削可

能な範囲で）任意の形にできる．特にCaF2はシリカよりも材料吸収のみでのQ値は上

回っており，これを用いた共振器のQ値は実験的に 2×1010を示している（Fig. 1.4）12)．

またMgF2の共振器では，波長 2500 nm付近で光カーコムの発生も報告されている13)．

　　

Fig. 1.4 : Projected limitation of the Q factor for crystalline WGM resonators by bulk
material attenuation(left). Calcium fluoride microresonator 20 mm in diameter， Q = 2 ×
1010(right). [A. Savchenkov, V. Ilchenko, A. Matsko, and L. Maleki, “Kilohertz optical
resonances in dielectric crystal cavities,” Phys. Rev. A 70, 051804(R) (2004).]

1.2.2.3 マイクロリング共振器

マイクロリング共振器の材料にはシリコンやシリコンナイトライド（Si3N4）などが

ある．この共振器は導波路と共振器を共に基板上に作製できるので一度作製できれば

安定であるが，そのQ値は高々106程度と他の共振器と比べると低い値である14)．ま

た最小の大きさも直径 3 µmと小さく15)，集積化にも向いているデバイスである．

7



　　

Fig. 1.5 : The MgF2 crystalline WGM microresonator (left), and Kerr comb from it (right).
[C. Wang, T. Herr, P. Del’Haye, A. Schliesser, J. Hofer, R. Holzwarth, T. Hänsch, N. Picqué,
and T. Kippenberg, “Mid-infrared optical frequency combs at 2.5 µm based on crystalline
microresonators,” Nature Commun. 4, 1345 (2013).]

　　

Fig. 1.6 : SEM image of silicon microring resonator. [V. Almeida, C. Barrios, R. Panepucci,
M. Lipson, M. Foster, D. Ouzounov, and A. Gaeta, “All-optical switching on a silicon chip,”
Opt. Lett. 29, 2867-2869 (2004).]
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Fig. 1.7 : High-Q silicon nitride microring (left), and Kerr comb from it (right). [F. Ferdous,
H. Miao, D. Leaird, K. Srinivasan, J. Wang, L. Chen, L. Varghese, and A. Weiner, “Spectral
line-by-line pulse shaping of on-chip microresonator frequency combs,” Nature Photon. 5,
770-776 (2011).]

1.3 光周波数コム

光周波数コムは時間軸上では一定間隔の超短パルス列，周波数軸上ではスペクトル

線が等間隔に並んでいる光のことである．この均一な間隔のスペクトルが櫛（comb）

に見えることから光周波数コムと呼ばれている．これは短パルスモード同期レーザに

よって放出された周波数が 1オクターブ以上に広がるパルス列を，そのキャリアエン

ベロープ位相シフトによる周波数のずれを校正することによって得られる．この光周

波数コムのもっとも重要な特徴は，高い安定度（10−19レベル）の周波数間隔（繰り返

し周波数）であり17)，広帯域に広がっているため，光のものさしとしての利用が可能

である．2005年にはHänschとHallが「光周波数コム技術を含む，レーザによる正確

な分光法の発展への貢献」のためにノーベル物理学を受賞している18)．

この光周波数コムの応用先は，より精密な測定を要するものに用いられている．2009

年には産総研の「協定世界時に同期した光周波数コム装置」が新しい長さの国家基準

に採用され，従来の基準と比較して約 300倍の精度を達成した20)．また分光学では原

子や分子の遷移周波数を今までより高い精度で測定している21)22)．分光においてはよ

り狭い範囲でより正確に分光することが求められているので，広帯域において狭く等

間隔なモードを持つ光周波数コムは非常に適した技術である．現在の周波数コム発生

装置はモード同期レーザにおいて短パルス列を出し，各モードと繰り返し周波数の整

数倍のオフセット（ずれ）を補正するようにして構成されているので，どうしても大型

になってしまう．この装置がもし小型化されより手軽に移動できるようになれば，現

在の分光装置もより使いやすくなるものになるだろう．このように光周波数コムは精

度の求められるデバイスに適用されることが期待できる．
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Fig. 1.8 : Time and frequency domain representation of an optical frequency comb. The
mode spacing is given by the pulse repetition rate (fr), and the offset frequency (fo) describes
the evolution of the carrier-envelope phase ∆ϕ = ϕ2 − ϕ1, which is the difference in phase
between the pulse envelope and carrier between successive pulses (see inset). This phase
difference (∆ϕ) leads to a global offset of the frequency comb given by fo = fr∆ϕ/(2π). [T.
Kippenberg, R. Holzwarth and S. Diddams, “Microresonator based optical frequency combs,”
Science 332, 555 (2011).]

1.4 光カーコム

光カーコムとは高Q値な微小光共振器から発生させた光周波数コムのような光束を

指す．高Q値な微小光共振器では共振器内に光が強く閉じ込められるため，光の 3次

の非線形光学効果である四光波混合によって入力光と異なる周波数の光を発する．こ

の新たに発生した光はエネルギー保存の法則より周波数軸上で一定間隔な櫛状スペク

トルとなる．光の 3次の非線形光学効果はカー効果と呼ばれるために，この櫛状スペ

クトルは光カーコムと呼ばれる．光周波数コムは等間隔なモード間隔をもつ櫛状のス

ペクトルであり，かつその位相も揃っている（モード同期している）が，光カーコム

は必ずしもモード同期をしているわけではないので，光周波数コムと区別するために

光カーコムと呼ばれる14)．

この光カーコムの発生方法は従来の光周波数コムの発生方法と比べて，櫛状スペク

トル発生に必要な光パワーが少なく，使う装置も小型であるという利点があり，もし

光微小共振器で光周波数コムが発生できれば現行の光周波数コム発生装置を大幅に小

さくできる可能性を持っている．しかし光カーコムはその共振器が微小な大きさであ

るがゆえにオプトメカニクスや熱光学効果などのノイズが乗りやすくQ値も低いこと

から f − 2f 干渉による安定化は実現していない．そのためにフィードバックによる安

定化が今まで行われてきており23)24)，また光カーコム発生の仕組みも多くが明らかに

なった25)．

特に光カーコムの安定化にはノイズ低減が欠かせない．光カーコムにはType-I，Type-

IIと呼ばれる状態があり14)，Type-Iは理想的な光カーコムでパルス整形をすればきれ
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Fig. 1.9 : Principle of optical frequency comb generation using optical microresonators. [T.
Kippenberg, R. Holzwarth and S. Diddams, “Microresonator based optical frequency combs,”
Science 332, 555 (2011).]

いなパルス波形になる．Type-IIはノイズが多い光カーコムでパルス整形をしてもき

れいな波形にならない．この理由はT. Herrらによって解明された25)．Type-Iはポン

プ光から発生したスペクトルのみで構成されるが，Type-IIはポンプ光から発生した

スペクトルからも四光波混合が起こり，それらが互いに重なり合うことで構成される．

Type-IIの光カーコムは実際には 2つの違う光から発生したスペクトルが重なっていて

もわずかに波長がずれているため，波形整形してもきれいな波形とはならない．

またオプトメカニクスによる振動もポンプ光強度のゆらぎにつながるため26)，四光

波混合により発生する光カーコムの揺らぎの原因となる．そのほかにも熱光学効果に

よる共振波長のずれや，入力光のパワー・周波数揺らぎもノイズとして影響してくる．

1.5 オプトメカニクス

オプトメカニクスは光輻射圧による光と機械的な振動のエネルギーの結合を研究対

象としたものである27)．光輻射圧は光の運動量に起因するもので光ピンセット28)や原

子のレーザ冷却29)などに利用されている.

微小光共振器におけるオプトメカニクスは共振器にCWレーザ光を入れることによ

り発生し，入力パワーが一定であってもオプトメカニクスによる共振器のカオス的な

振動によってパワー出力が揺らいでしまうという現象が起こる26)．これはQ値が上昇

するほど共振器内に閉じ込められる光が増大しオプトメカニクスが発生するしきい値

が低くなるので31)，高Q値な微小光共振器とオプトメカニクスは切っても切り離せな

い関係にある．
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Fig. 1.10 : Schematic of the cavity optomechanical interaction of a cavity field (red) and
a moveable mirror.. [T. Kippenberg and K. Vahala, “Cavity optomechanics: back-action at
the mesoscale,” Science 321, 1172-1176 (2008).]

　　

Fig. 1.11 : Continuous optical power is fiber coupled to an on-chip microresonator in which
the centrifugal radiation pressure excites mechanical vibration. The calculated vibrational
mode for the spherical cavity used here is presented in a rendering where the deformation
describes the cavity shape at maximum mechanical amplitude. The deformation is exagger-
ated in the figure. The experiment is done at room temperature and pressure. R signifies the
cavity radius (left). [T. Carmon, M. Cross, and K. Vahala, “Chaotic Quivering of Micron-
Scaled On-Chip Resonators Excited by Centrifugal Optical Pressure,” Phys. Rev. Lett.
98, 167203 (2007).] Finite element modeling of the micromechanical resonances of a silica
toroid microcavity (diameter of the toroid is 4 µm). The radial and azimuthal mode order
are denoted with n and m (where m = 0 corresponds to rotationally symmetric modes).
Shown are the first three rotationally symmetric radial modes (n = 1, 2, 3,m = 0) in cross
section with the amplitude of motion greatly exaggerated for clarity. In addition, the stress
field is indicated using color. Note that the mechanical motion modulates the cavity path
length due to a change in the cavity radius, which causes the excitation of optical sidebands
(right). [T. Kippenberg, H. Rokhsari, T. Carmon, A. Scherer, and K. Vahala, “Analysis of
Radiation-Pressure Induced Mechanical Oscillation of an Optical Microcavity,” Phys. Rev.
Lett. 95, 033901 (2005).]
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1.6 微小共振器における周波数安定化の試み

これまでに発表された微小光共振器に対する周波数安定化の試みをいくつか紹介する．

“Feedback control of ultra-high-Q microcavities32)”は， ポンプレーザの 2つのパラ

メータに対してフィードバック制御を用いていて安定化したことを発表している．一

方はポンプレーザの周波数に対するフィードバック制御を行っており，オプトメカニ

クスや外乱などによって共振から外れた場合でもポンプレーザの周波数を制御するこ

とで再び共振状態に戻すことが出来る．他方はポンプパワーに対するフィードバック

制御で，透過率から共振器内部のパワーを判断し，ポンプ光のパワーを制御すること

で共振器内の光パワーを一定にすることが出来る．

　　

Fig. 1.12 : Wavelength locking system incorporating Pound-Drever assembly. [T. Carmon,
T. Kippenberg, L. Yang, H. Rokhsari, S.Spillane, K.Vahala, “Feedback control of ultra-high-
Q microcavities:　 application to micro-Raman lasers and microparametric oscillators,” Opt.
Express 13, 3558 (2005).]

“Full Stabilization of a Microresonator-Based Optical Frequency Comb23)”は，微小

光共振器によって発生した光カーコムをファイバレーザによって発生させた光周波数

コムを用いてフィードバック制御によってモード間隔を安定させている．具体的にはポ

ンプレーザのパワーと周波数に対して行っており，光カーコムと光周波数コムのビー

トを取りそのビートが一定になるようにフィードバックをかけている．この制御では

アラン分散 σA(τ)が 1秒のゲートタイムにおいて，フリーランニングの 4.6× 10−8に対

して 7.0× 10−13となった．これはカウンターリミットより 1桁程度高い値であり，よ

く制御できていることを示した．またこの論文ではポンプレーザのパワーと周波数が

光カーコムのモード間隔に影響を与えることも示した．

“Chaotic Quivering of Micron-Scaled On-Chip Resonators Excited by Centrifugal

Optical Pressure26)”は，微小光共振器に対してCWレーザ光を入射したときに発生す

るオプトメカニクスによって生じた RFノイズを分析したものである．この論文では

入射するパワーをあげていくとRFノイズのスペクトルの周波数間隔が 1/2や 1/4にな

13



　　

Fig. 1.13 : Frequency comb stabilization. [P. Del’Haye, O. Arcizet, A. Schliesser, R.
Holzwarth, and T. Kippenberg, “Full Stabilization of a Microresonator-Based Optical Fre-
quency Comb,” Phys. Rev. Lett. 101, 053903 (2008).]
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り，最終的には連続的になることを示し，その時の出力パワーも一定の強度だった入

力に対して歪んでいくことを示した．

　　

Fig. 1.14 : Experimental results: As the input power increases, the periodic oscillation. [T.
Carmon, M. Cross, and K. Vahala, “Chaotic Quivering of Micron-Scaled On-Chip Resonators
Excited by Centrifugal Optical Pressure,” Phys. Rev. Lett. 98, 167203 (2007).]

1.7 本研究の目的

シリカトロイド微小光共振器は外乱に対して非常に繊細で，わずかな振動でも共振

から外れてしまう．光を共振させ続けるためには光導波路と共振器の距離が適切で一

定に保たれていなければならないが，測定系の振動や共振器自体の熱膨張などにより

その距離関係が揺らいでしまう．光カーコムを出力させるためには高Q値な共振器を

用いなくてはいけないので共振周波数の線幅は狭くなり，わずかな共振のずれでも光

カーコムは消失してしまうことからこの距離関係は一定にすることを求められる．さ

らに光カーコムを光周波数コムにするためには出力パワー・モード間隔の安定，モー

ド同期する必要があり，オプトメカニクスや外乱などによるパワー揺らぎやモード間

隔揺らぎは抑えなくてはならない．この小型である利点を生かす応用先の 1つである

持ち運び可能なデバイスを実現するためには，これを達成しなければ実用化すること

は不可能である．
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本研究では，本研究ではまず，高Q値のシリカトロイド微小光共振器を作製し，光

カーコムを発生させる．そこで生じるRFノイズを検討し，低減させることを目的とす

る．また光カーコムの周波数制御を行うために，その際に必要となる入力パワー・周

波数をフィードバック制御によって安定化したことを報告する．
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第2部

理論

2.1 光共振器

光共振器の理論を Fabry-Perot共振器を例に考える1)．これは 2枚の平行な平面鏡，

いわゆる合わせ鏡からなる共振器であり，この間の空間を特定の波長の光が反射し続

けるものである．

　　

Fig. 2.1 : Fabry-Perot resonator model.

まず共振器の損失がない場合を考える．鏡の反射は 100%にほぼ等しく，距離L離れ

ているものとする．また，光の出射方向に z軸をとる．ここで共振される光は共振器

長 Lと光の位相が特定の条件を満たしている．その条件は往復する光が常に同位相で

重なっていることである．これを式で表すと

k · 2L = m · 2π (2.1)

となる．ここで kは光の波数，mは整数である．この式から共振周波数・波長を計算

すると (2.2),(2.3)式になる．

νm = m · c

2L
(2.2)

λm =
2L

m
(2.3)

(2.2)式から Fabry-Perot共振器の共振周波数は等間隔に存在することがわかる．この

間隔を自由スペクトル領域 (Free Spectral Range: FSR)と呼び，この周波数・波長間
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隔は (2.4)(2.5)式で表せる．

νFSR =
c

2L
(2.4)

λFSR =
λ2

2L
(2.5)

　　

Fig. 2.2 : A schematic model of resonant frequency spectrum.

次に共振器において損失がある場合を考える．1往復あたりの減衰係数をα，位相変

化を φ = k · 2Lとすると，共振器内に閉じ込められている光の電界は

E = E0 + αe−iφE0 + α2(e−iφ)2E0 + α3(e−iφ)3E0 + · · ·

=
E0

1− αe−iφ
(2.6)

となるので，共振器内の光強度は

I = |E0|2 =
|E0|2

|1− αe−iφ|2
=

I0
[(1− α)2 + 4αsin2(φ

2
)]

(2.7)

Imax =
I0

(1− α)2
(2.8)

となる．この式より，光の強度はφ，つまり波数 kに関してローレンツ関数となってい

ることが分かる．これより共振波長・周波数の半値全幅（Full Width at Half Maximum:

FWHM）∆ν，∆λは，sin2(φ
2
) ≈ φ

2
と近似すると

∆ν　 =
c(1− α)

2πL
√
α

(2.9)

∆λ =
λ2(1− α)

2πL
√
α

(2.10)
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となる．これは損失が少ないほどこの半値全幅は細くなることを示している．この共

振周波数のスペクトルを Fig. 2.3に示す．

　　

Fig. 2.3 : FWHM of resonant frequency spectrum.

ここで損失についてもう少し詳しく考える．共振器 1往復における減衰係数は，指

数関数的に光は減少すると考えられるので，単位距離当たりの電界の減衰係数を αrと

すると

α = exp (−αr · 2L) (2.11)

とおける．光が閉じ込められる時間（光子寿命 τ）は入射光強度が 1/
√
eになるまでの

時間なので

1√
e
= exp (−αr · cτ) (2.12)

τ =
1

αrc
(2.13)

となる．したがって時間 t伝搬したときの減衰係数は次のようになる．

α = exp (−2t

τ
) (2.14)

以上から共振器のQ値（Quality factor）について考える．Q値とは共振器の（光に

限らず特定の周波数をもつものの）閉じ込め性能を表す無次元数で，この値が高いほど

損失が小さく光子寿命が長いことを示している．このときの半値全幅は狭くなる．ま
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たこれが低いときは減衰しやすいので防音壁などの材料に用いられる．このQ値の定

義は次のように定義される．

Q = ω × Maximum stored energy

Power loss
(2.15)

1往復あたりの損失エネルギーは αrc/νであるので，周波数・波長を用いたQ値は

Q =
ν

∆ν
=

λ

∆λ
(2.16)

と求められる．また光子寿命 τ を用いてQ値を考えると，光子のエネルギー ℏωを考
慮することで次のように求められる．

Q = ωτ (2.17)

2.2 結合モード理論

複数の素子の間での光のふるまいを表す理論に結合モード理論2)がある．本研究では

テーパファイバを用いてシリカトロイド微小光共振器に共振させるので，この章では

導波路と共振器間の結合過程を示す．Fig. 2.4に模式図を示す．

　　

Fig. 2.4 : A coupling model between optical fiber and a cavity.

共振器内の電界Ecavを考える．共振器での損失 αintと結合損失 αexを考慮すると

Ecav(t) = E0 exp (jωt) exp (−αintt) exp (−αext) (2.18)
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となる．ここでE0は時間 t = 0での電界振幅である．単位時間当たりの電界の変化量

は αint =
1

2τint
，αex =

1
2τext
より

dEcav

dt
= (jω − 1

2τint
− 1

2τex
)Ecav(t) (2.19)

と表せる．導波路に入力 sinがあるとき，共振器内の電界変化量は結合の強さ κを用

いて
dEcav

dt
= (jω − 1

2τint
− 1

2τex
)Ecav(t) + κsin (2.20)

となり，定常状態 dEcav/dt = 0のときの解は

Ecav(t) =
κsin

j(ω − ω0) + ( 1
2τint

+ 1
2τex

)
(2.21)

と求められる．ここで ωは入力光の周波数，ω0は共振周波数である．ここで κについ

て考える．入力 sinと共振器損失 αintが無視できるとき，共振器内の電界強度とその時

間変化は以下のように表せる．

Icav(t) = I0 exp (−2αext) (2.22)

dIcav
dt

= − 1

τex
Icav(t) (2.23)

ここで I0 = |Ecav(t)|2である．エネルギー保存則から，出力 soutは次のように表せる．

sout =

√
1

τex
Ecav(t) (2.24)

共振器と導波路の結合では相互に受け渡しするエネルギーは等価であるため

κ =

√
1

τex
(2.25)

という関係式が成り立つ．次に sinと αintがあるとき，soutは

sout = Asin +

√
1

τex
Ecav(t) (2.26)

と表せる．ここでAsinは透過してきた電界である．エネルギー保存則より，入力と出

力の強度差は損失の和であるので次の関係式が成り立つ．

|sin|2 − |sout|2 =
d

dt
Icav(t) +

1

τint
Icav(t) (2.27)
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また共振器内の電界強度の変化量は次のように表せる．

dIcav(t)

dt
= (− 1

τint
− 1

τex
Icav(t) +

√
1

τex
(E∗sin + Es∗in) (2.28)

右辺の第 2項は位相を考慮した項である．これと (2.26)式を (2.27)式に代入すると

|sin|2 − |Asin +
√

1

τex
Ecav(t)|2 = (− 1

τint
− 1

τex
)Icav(t) +

√
1

τex
(E∗sin +Es∗in) +

1

τint
Icav(t)

(2.29)

となる．この式から

A = −1 (2.30)

sout = −sin +

√
1

τex
Ecav(t) (2.31)

が導出される．以上から振幅透過率 rは次のように求められる．

r =
sout
sin

=
−j(ω − ω0)− 1

2τint
+ 1

2τex

j(ω − ω0) +
1

2τint
+ 1

2τex

(2.32)

入力周波数と共振周波数が一致していた場合，

r =
− 1

2τint
+ 1

2τex
1

2τint
+ 1

2τex

=
− 1

τint
+ 1

τex
1

τint
+ 1

τex

(2.33)

となり，τint = τexのとき振幅透過率が 0になることがわかる．これは入力光が全て共

振器内に入る状態，つまり入力パワーを最も効率よく伝える状態であり，クリティカル

カップリング（Critical coupling）と呼ばれている．また結合の程度によって，アンダー

カップリング（Under coupling: τint < τex），オーバーカップリング（Over coupling:

τint > τex）に分けられる．

実際に実験で得られるのは，損失まですべて含めたQ値Qtotalと強度透過率 T (ω)で

ある．この強度透過率は (2.32)式より

T (ω)　 =　
1
4
(τ−1

ex − τ−1
int )

2 + (ω − ω0)
2

1
4
(τ−1

ex + τ−1
int )

2 + (ω − ω0)2
(2.34)

と表せる．この式を変形すると

1

τint
=

2

1±
√
T

1

τex
(2.35)

となり，共振器本来の性能 1
τint
が導ける．ここの正負符号はそれぞれアンダーカップリ

ング，オーバーカップリングを表している．
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2.3 非線形光学効果

通常光が媒質中を通過するとき，電界Eと電気分極 P の関係は以下のように記述で

きる3)．

P = εχE (2.36)

ここで εは誘電率，χは電気感受率である．入力された光に対して線形に応答すること

から，このような物質は線形媒質と呼ばれる．しかし強いレーザ光に対しては非線形

な応答が起こることがある．つまり

P = ε(χ(1)E + χ(2)E2 + χ(3)E3 + · · · (2.37)

のような分極が起こる．Enに比例する χ(n)を n次の非線形感受率という．通常は非線

形感受率はとても小さいために線形応答しか測定できないが，強い電場に対しては次

数が大きいことから急激に大きくなる．

ここで 2次の非線形項のみに注目する．光の電界を E = E(ω) cos (2ωt)としたとき

次のように変形できる．

PNL = εχ(2)E2 = εχ(2) cos2 (ωt) = εχ(2)1 + cos (2ωt)

2
(2.38)

となり，DC成分（光整流という）と入力光に対して 2倍の周波数が発生している．こ

れが 2次の非線形光学効果の一つである 2次高調波発生（Second harmonic generation:

SHG）である．しかし空気，水，ガラスなどの中心対称性のある媒質の場合，

PNL = εχ(2)E2 (2.39)

−PNL = εχ(2)(−E)2 = εχ(2)E2 (2.40)

となるため，χ(2) = 0となり 2次の非線形光学効果は発生しない．

また 3次の項に注目したとき，先ほどの議論から中心対称性のある媒質でも χ(3)は

存在する．本研究で扱うシリカトロイド微小光共振器は，共振器部分が中心対称性の

あるシリカであり，3次の非線形光学効果によって光カーコムを発生させている．この

発生させる 3次の非線形光学効果が四光波混合（Four wave mixing: FWM）である．

PNL = εχ(3)E3 (2.41)

ここで入力光電界を E1 = Re{E(ω1) exp (jω1t)}，E2 = Re{E(ω2) exp (jω2t)}，E3 =

Re{E(ω3) exp (jω3t)}とおくと，この電界の総和は

Esum =
∑

m=±1,±2,±3

1

2
E(ωm) exp (jωmt) (2.42)
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と表せる．ここで ωm = −ωmであり，E(−ωm) = E∗(ωm)である．これを (2.41)式に

代入すると次の式になる．

PNL =
1

2
χ(3)

∑
l,m,n=±1,±2,±3

E(ωl)E(ωm)E(ωn) exp {j(ωl + ωm + ωn)t} (2.43)

この非線形分極で 3つの周波数が相互作用し新たな周波数を発生させるとき，例えば

ω4 = ω2 + ω3 − ω1の周波数を発生させるとき

PNL(ω4) = PNL(ω2 + ω3 − ω1) = 6χ(3)E(ω2)E(ω3)E
∗(ω1) exp {(j(ω2 + ω3 − ω1)t}

(2.44)

となる．これは周波数が

ω1 + ω4 = ω2 + ω3 (2.45)

という関係（周波数整合条件）を満たしていれば FWMが起き，ω4の周波数が生成さ

れる．またそれぞれの電界が波数ベクトル k1, k2, k3をもつ平面波だと仮定すると，非

線形分極は

PNL(ω4) ∝ exp (−jk2z) + exp (−jk3z) exp (jk1z) = exp {−j(k2 + k3 − k1)z} (2.46)

であり，周波数と同様に

k1 + k4 = k2 + k3 (2.47)

を満たす．これが位相整合条件である．この過程は 4つの光子間の相互作用だと考える

と理解がしやすい．上式に従えば，周波数ω1, ω4の 2光子が結合し，周波数ω2, ω3の光

子を作り出す．この反応の条件が周波数・位相整合であり，これは力学のエネルギー・

運動量保存則に対応する．

2.4 PID制御

本研究で用いたフィードバック制御ではPID制御（Proportional-Integral-Derivative

Controller）を用いた．フィードバック制御とは，出力をあらかじめ設定しておいた目

標値と比較し，その誤差をもとに入力に対して操作を加えるものである4)．概念図を

Fig. 2.6に示す．

PID制御とは測定値と目標値の偏差の比例（Proportional），積分（Integral），微分

（Derivative）の線形結合によって操作量が決定される．P（比例）補償は単純に偏差の

大きさに対して線形に操作量を変化させるもので，この補償だけでは偏差を 0にする

ことはできない．この定常特性改善のために I（積分）補償が用いられ，この補償を用
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Fig. 2.5 : Schematic image of (a) frequency matching and (b) phase matching.

　　

Fig. 2.6 : Schematic image of feedback controller.
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いることで偏差が残っている限り制御が続けられる．しかし I補償は応答速度が遅いた

めに，D（微分）補償が用いられる．これは偏差の増減量を見て，その先を見越して操

作を加えるものである．これによって偏差の変化が抑えられ，制御量目標値にすばや

く一致させることができる．D補償も理想的な微分器は実現が困難であり，微分操作

はノイズを増幅してしまう欠点を持っている．このP，I，D補償の係数を適切に設計

することで定常特性，過渡特性が良好なコントローラを設計できる．

この制御の評価方法として以下のような指標がある．

� 立ち上がり時間

ステップ応答が定常値の 10%から 90%になるまでの時間

� 遅れ時間

ステップ応答が定常値の 50%に達するまでの時間

� 制定時間

応答が定常値の±2%に収まるまでの時間

� オーバーシュート

応答のピーク値と定常値の差

　　

Fig. 2.7 : Schematic image of PID controller.
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2.5 アラン分散

アラン分散とは 1987年にNISTの研究員であったAllanが提唱した周波数安定度の

評価法である5)．これは一定の時間間隔 τ で離れた周波数差の平均値を求めるものであ

る．定義式はいくつかあるが，その中でも最初に提唱され今でも広く用いられている

アラン分散（Normal Allan Variance）は以下の式で表される．

σ2
y(τ) =

1

2(M − 1)

M−1∑
i=1

[yi+1 − yi]
2 (2.48)

ここで (M − 1)は測定したデータ数，yiは i番目に測定した周波数である．また σ2
y(τ)

の平方根 σy(τ)をアラン偏差という．この式からわかるように σy(τ)は 2点間における

周波数差（の平均値）から求めており，平均値からのばらつきを表す標準偏差とは異

なる．アラン偏差が小さければ小さいほど（グラフ上では左下に行くほど）測定した

系の周波数安定度は高いことが示され，周波数安定化のフィードバック制御の性能を

示すためには欠かせない指標である．レーザや光周波数コムの安定性を評価する場合

にもこのアラン分散はよく用いられ，フリーランニングと比べてフィードバック制御

で周波数安定化をしたときはアラン分散も小さくなり，グラフの傾きも右肩下がりに

なる．

最後に Fig. 2.8に典型的なアラン分散のグラフを示す．

　　

Fig. 2.8 : Standard model of Allan deviation.
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第3部

実験と検討

3.1 はじめに

本研究では光カーコムを発生させ，その周波数安定を視野に入れた検討を行った．光

カーコムは理想的に発生すればモード同期した等間隔なスペクトルを発生させるが，序

論で述べたようにポンプ光強度・周波数の揺らぎ，発生経路（Type-II）によるRFノ

イズの発生，結合強度の変化などによって不安定になる．これをすべて解決しなければ

光周波数コムはおろか，完全なモード同期も不可能である．そこでこの研究では，光

カーコムを長時間安定的に発生させ，ポンプ光強度の安定化を行い，光カーコムの安

定度に悪影響を与えると考えられるオプトメカニクスの低減を行ったことを報告する．

3.2 光学測定実験装置

Fig. 3.1に光学測定に用いた実験装置の写真を載せる．

　　

Fig. 3.1 : Photgraph of optical experiment setup.

x, y, zステージ（SIGMA TECH FS-1020PX, FS-101PZ, 10 nm フィードバックス

テージ）にアルミ板で作製されたサンプルステージが取り付けられており，そこにシリ
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カトロイド微小光共振器を作製した基板を置く．その先端付近で共振器とテーパファイ

バを結合させるために，テーパファイバ台，鉛直・水平方向のカメラ（DFK72AUC02）

がそれぞれ独立して組み立てられている．作製したテーパファイバをトロイドに十分結

合させるためにテーパファイバ台は x, y, z軸に加え，傾きも変化させることができるよ

うに設計されている．この系に波長可変レーザ（santec TSL-710，波長分解能 0.1 pm，

線幅 100 kHz）の光を入力して測定を行った．ここで 2台のカメラで撮影した共振器を

Fig. 3.2に示す．

　　

Fig. 3.2 : Photgraph of optical microcavity. (a) vertical side. (b) horizonal side.

3.3 光カーコム発生

Fig. 3.3に光カーコム発生の実験系を示す．

　　

Fig. 3.3 : Experimental setup of Kerr comb generation. EDFA: Erbium doped optical fiber
amplifier, ATT: Attenuator, BPF: Band pass filter, OSA: Optical spectrul analyzer.

共振器に入力する励起光はレーザで出射した光をEDFA（Erbium doped optical fiber

amplifier）で増強し，アッテネータで強度を適切に調整してから，バンドパスフィルタ

でASEノイズ（Amplified spontaneous emission noise）を切り取った．このときレー
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ザの周波数は短波長側から長波長側へ光カーコムが発生するまで掃引した．この発生

した光は光スペクトラムアナライザで観測した．

実際の実験において光カーコムを発生させたとき，スペクトルが数分で消えてしま

うことがたびたび起こった．これはテーパと共振器の距離が変動したことによる結合

強度の低下によって，四光波混合が起こらなくなってしまったと考えられる1)．そこで

テーパファイバと共振器を接触させて光カーコムを発生させることで，長時間安定し

てスペクトルが維持できるようにした．テーパと共振器を接触した状態で光カーコム

を発生させたスペクトルを Fig. 3.4に示す．

　　

Fig. 3.4 : Kerr comb spectra. The initial state (red) and the state after more than 1 hour
(green). Each spectrum bottom is at 90 dBm and the pump power is -10 dBm with 20 dB
attenuation.

このスペクトルからわかるように接触した状態では 1時間以上経過しても元のスペ

クトルとほぼ変わらないことがわかる．ただしこの接触させた状態では結合距離を細

かく調整できないのでクリティカルカップリング状態にするのが難しいが，シリカト

ロイドの共振モード体積は非常に小さいので，ファイバが接触する位置を調節するこ

とでモードにあまり干渉させずにクリティカルカップリングの状態を実現できる．
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3.4 ノイズの評価

微小光共振器に一定強度以上の光を共振させるとオプトメカニクスによるノイズが

発生する2)．これは共振器自体の共振周波数に影響を与えるほか，出力パワーも揺らい

でしまう．共振器のオプトメカニクスにもモードがあり，半径方向モード nと方位角

モードm（m = 0のとき回転対称）で表される．この現象は光カーコムを発生してい

るときにも観測された．Fig. 3.5に有限要素法で計算したm = 0の最初の 3つのモー

ド（n = 1, 23）と実験で得られたm = 0, n = 2のモードを示す．

　　

Fig. 3.5 : (a) Photograph of the microcavity. (b) Kerr comb and RF noise spectra. (c)
Model of the mechanical resonances of the microcavity. Shown the first three rotationally
symmetric radial modes and the stress field is emphasized using color. The pump power was
1 W then 5 dB attenuated, the pump frequency was 1550.5 nm.

このとき用いたトロイドの最大直径，支柱直径，マイナー直径はそれぞれ 61 µm，

40 µm，6.5 µmであった．

しかしRFノイズはこの回転対称性のあるモードだけではなく，カオス的に振動した

状態も観測される．これは四光波混合を起こさなくとも，共振させる光の強度を大き

くしていくと発生する3)．光カーコムを発生させている場合，入力パワーを大きくして

いけばカオス的に振動していくわけではない．逆に入力パワーを大きくしていくとノ

イズが減少していくこともあり，一定の法則は観測できなかった．また何らかの影響

で四光波混合が起こらなくなり光カーコムが消失したときに，ノイズが増加すること

も観測された．これらの代表的な例を Fig. 3.6 ∼ 3.8に示す．Fig. 3.6は入力ポンプパ

ワーを強くしたときに，RFノイズのカオス的な振動が励起されたことを示している．

Fig. 3.7は入力ポンプパワーを強くしたときに，Fig. 3.6とは逆にRFノイズが減少し
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たことを示している．Fig. 3.8は時間経過によって光カーコムが消失した際に，RFノ

イズがカオス的に振動を始めたことを示している．

　　

Fig. 3.6 : Kerr comb and RF noise spectra. RF spectrum became chaotic oscillation when
the coupling power was stronger. (a), (b) One of the eigenmodes at about 67 MHz and (c),
(d) its chaotic mode. (a), (b) The pump power was 1 W then 5 dB attenuated, the pump
frequency was 1550.5 nm. (c), (d) The pump power was 1 W then 2 dB attenuated, the
pump frequency was 1550.5 nm.

この原因として考えられるのは四光波混合している光の割合が変化したことである．

発生する光（サイドバンド光）が増加すればポンプ光はその分減少するため，強く共振

している光が減少することによってオプトメカニクスも低減する．逆に発生する光が

減少すれば共振している光は増加し，オプトメカニクスが増大する．もちろん光カー

コムが消えたときにノイズが消える（共振から外れる）場合も存在するので，必ずし

もこの現象が起きているとは限らない．

加えてこれらの成分はポンプ光だけではなく，その四光波混合により生じる周波数

にも影響を与えていることも確認できた．これはBPFによって光カーコムの 1成分を

切り取ってEDFAで増幅し，別のレーザとのうなりをESAで取ることで観測した．実

験系を Fig. 3.9，その結果を Fig. 3.10に示す．

光カーコムのサイドバンド光を切り取った後増幅しているのは，うなりを観測する

のに十分な強度にするためである．またASEノイズの影響をなるべく抑えるために切

り取った後にもバンドパスフィルタを用いてコム成分だけを切り取った．ここでRFノ
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Fig. 3.7 : Kerr comb and RF noise spectra. RF spectrum was weaker from when the input
power increased (i.e., coupling power was stronger). The input power of (a), (b) was 3 dB
stronger than that of (c), (d). (a), (b) The pump power was 1 W then 5 dB attenuated, the
pump frequency was 1545.5 nm. (c), (d) The pump power was 1 W then 2 dB attenuated,
the pump frequency was 1545.5 nm.
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Fig. 3.8 : Kerr comb and RF noise spectra. RF spectrum was stronger when the Kerr comb
disappeared. The spectra of (a), (b) passed several minutes to become that of (c), (d). (a),
(b) The pump power was 1 W then 5 dB attenuated, the pump frequency was 1550.5 nm. (c),
(d) The pump power was 1 W then 2 dB attenuated, the pump frequency was 1550.5 nm.

　　

Fig. 3.9 : Experimental setup of beat measurement between the reference laser and one
spectrum of the combs. The sideband of combs was amplified because its own intensity was
too weak to be measured. BPF3 was used to remove the ASE noise by an EDFA. TLD:
Tunable laser diode. ATT: Attenuator.
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Fig. 3.10 : (a) Kerr comb, (b) RF noise, and beat spectra. The laser spectrum is the
reference.

イズがうなりにも乗っていることがわかる．このような入力した光によって共振器が

揺れてしまう現象を抑えることによって光カーコムの周波数安定化を実現することが

できるだろう．

3.5 光カーコムのポンプ光制御

3.5.1 ポンプ光パワーのフィードバック制御

ここでは理論で説明した PID制御を用いてポンプ光の強度安定化を行った．EDFA

で増強した光は安定状態にあっても長い時間で見るとその揺らぎは小さくなく，また

ポンプ光強度は光カーコムのモード間隔にも影響するので4)，このフィードバック制御

は不可欠である．このフィードバック制御に用いた実験系を Fig. 3.11に示す．

　　

Fig. 3.11 : Experimental setup of feedback control of an EDFA amplifying pump power.
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ここでは LabVIEW（ナショナルインスツルメンツ社）を用いてPID制御を行った．

入力・出力デバイスは同社製のNI 9215，NI 9263を用いた．このデバイスの分解能は

およそ 0.3 mVであり，1ループにかかる時間は約 3 msであった．EDFAの応答時間

は約 150 µsであったため，入出力とPID制御の計算にかかる時間が支配的になってい

ると考えられる．フィードバックを実行した結果を Fig. 3.12に示す．

　　

Fig. 3.12 : Feedback control of pump power emitted by an EDFA, whose gain is controlled
changing the bias current.

フィードバックした結果，パワーの揺らぎが収まっていることが分かる．また目標

パワーを変えたときもよく追従していることが読み取れる．ここで量子化誤差が見受

けられるが，これは入力デバイスの電圧分解能が 0.3 mVであるために，より細かい電

圧が受け取れないためである．このPID制御がうまくいっているかどうか確かめるた

めに，Fig. 3.12のグラフをフーリエ変換することで強度揺らぎの周波数成分を調べた．

これを Fig. 3.13に示す．

このようにDC付近の特性がよくなっていることが見受けられる．つまり長時間で

の不安定さが減少していることを示している．サンプリング間隔が 3 msであれば約

167 Hz程度の揺らぎを計測することが可能であるので 100 Hz以上のノイズが減って

いてもおかしくないが，実際の出力デバイスの電圧分解能が 0.3 mVであるために理想

的な電圧コントロールができていないことが原因でノイズを低減できなかったと考え
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Fig. 3.13 : Fourier transform of the output power by an EDFA.

られる．制御で用いる強度付近（0.6 ∼ 1.0 W）での，EDFAにかける電圧 V と出力光

強度 I (W)の関係の近似式は（3.1）式で表せる．

I = 0.4646× V + 0.1587 (3.1)

この分解能を計算するとおよそ−10 dBmとなるため，PID制御で計算した理想的な出

力光強度が達成できていないと考えられる．より細かい電圧で制御できればこの特性

は容易に改善できると考えられる．

またポンプ光パワーをフィードバック制御した時のサイドバンド光の揺らぎ評価も

行った．これを Fig. 3.14に示す．

　　

Fig. 3.14 : (a) Pump power emitted by an EDFA and Sideband comb power. Fourier
transform of (b), (c) the pump power and (d) the sideband comb power.
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このようにポンプ光のフィードバック制御することによってサイドバンド光の揺ら

ぎも減少していることが分かる．Fig. 3.13(b)においてフィードバック制御した方のフ

ロアノイズがフリーランニングよりも高い理由は，フーリエ変換に用いたプロット数

がより多いために起こったのだと考えられる．またサイドバンド光は 20 msごとにサ

ンプリングしたため，25 Hzまでの周波数までしかフーリエ変換できていないが，それ

でもノイズが減じていることが示された．

3.5.2 ポンプ光周波数のフィードバック制御

光カーコムはポンプ光の四光波混合によって発生するため，ポンプ光周波数が安定

していないと全体が揺らいでしまう．ここではポンプレーザとリファレンスレーザの

うなりを周波数カウンタで測定し，そのうなりを一定にするフィードバック制御を行っ

た．その実験系を Fig. 3.15に示す．

　　

Fig. 3.15 : Experimental setup of feedback control of pump frequency.

ここでレーザの波長は約 1550 nmとした．この 1ループにかかる時間は 500 msであ

り，ポンプ光強度フィードバック制御の考察からこれは周波数カウンタの値を読み取

る時間が支配的だと考えられる．リファレンスに用いたレーザの安定度は±1 pm/hと

あまり高くはないが，これに固定化できれば将来的に安定化光源にも固定化できるこ

とが示せる．安定化した結果を Fig. 3.16に示す．

ここでフィードバックをしたレーザは santec TSL-510，リファレンスに用いたレーザ

は santec TSL-710を用いた．この結果からポンプ光周波数の長時間安定化ができてい

ることが分かる．ここで安定化した周波数が安定化する前の周波数よりもわずかに揺
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Fig. 3.16 : Transition of beat frequency at (a) free running and (b) feedback control.

らぎが大きくなっている理由は，出力デバイスの分解能にある．このレーザの波長と電

圧の関係は−40 pm/V であるため，出力デバイスの分解能の 0.3 mVでは波長 1550 nm

付近で 2 MHzごとにしか調整できない．そのために幅が大きくなったのだと考えられ

る．これのアラン分散を計算した結果を Fig. 3.17に示す．

　　

Fig. 3.17 : Allan deviation of free running and pid controled laser

このようにゲート時間が 10秒以上のアラン分散においてはフィードバックをした方

がアラン分散が低いという結果が出た．10秒以下のアラン分散は減じていないが，こ

れはフィードバック速度が遅いことや出力デバイスの分解能が低いために制限されて

いると考えられる．PID制御の出力しようとしている電圧は µV単位であるので，少
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なくとも出力デバイスの分解能が 2桁大きくならないとこのデバイスがボトルネック

となる．
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第4部

結論

光カーコム周波数安定化に向けた，光カーコムのノイズ評価，パワー・周波数フィー

ドバック制御を行った．

ノイズ評価

� シリカトロイド微小光共振器を用いて，光カーコムを発生させ，そのRFノイズ

を観測した．

� 微小光共振器の構造由来のオプトメカニクスについて有限要素法を用いて解析し，

実験で得られたRFノイズがオプトメカニクス由来であることを示した．

� 入力パワー変化させることや時間経過することで，オプトメカニクスがある決

まった振動からカオス的な振動へと移る変化を観測した．

� RFノイズは四光波混合より発生したスペクトルに影響を与えることが分かり，光

カーコムの安定化にはオプトメカニクスのノイズを低減させる必要があることを

示した．

フィードバック制御

� 光カーコムを安定化するために入力光パワーと入力周波数に対して PID制御を

行なった．

� 入力光パワー，周波数ともに長時間の安定化を実現した．
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