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第 1 章 

序論 

1.1 はじめに 

 

人間の五感の中で最も鋭敏な視覚は, 感覚器官が光をとらえることで成り立っている. 

光は人類が常に受信してきた存在であるが, その本質を明らかするには多大な時間を要し, 

解明されたのはごく最近である. そして光を操るようになったのはさらに後のことである. 

紀元前にはすでに哲学者たちが, 太陽光を利用した点火用集光レンズを用いるなど, 反射

や屈折といった現象を利用してきた. 17 世紀には干渉や回折といった現象が明らかになっ

たが, 19 世紀までは粒子説と波動説が論争となるように, 光の本質に対する問いは, 1905 年

発表の Einstein による光量子化説と 19 世紀半ばに Maxwell 方程式が登場するまで議論が続

いた.  

光を操る, すなわち電場と物質の相互作用を扱う量子光学は, 1960 年代に新しい強力な光

源であるレーザが発明された事で大きく進歩した. それまでとは異なりコヒーレントで指

向性の高い光源は, 本研究のような非線形光学だけでなく, 量子エレクトロニクスやファ

イバー光学など多くの新しい分野を生み出した[1].  

現在ではレーザは多くの分野で応用されており, レーシック手術などの医療分野や工業

用の加工, 通信, CD ディスクの読み取りや計測などで欠かせない役割を果たしている. 2005

年には光周波数コムに関する研究にノーベル物理学賞が贈られている. そのスペクトルの

非常に精度が高い等間隔性から「光のものさし」とも呼ばれ, 精密計測をはじめ応用範囲が

広い.[2] 通常光周波数コムの発生には大型固体レーザやファイバーレーザを用いるが, 本研

究が扱う微小光共振器でも発生することが出来る. 安定性では劣るが, 小型・安価という長

所を持つ. オンチップで作製可能であるものもあり[3], 将来的には現在の電気信号デバイス

に置き換わる省エネ光信号デバイスが実現する可能性を秘めている.  
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1.2 微小光共振器 

1.2.1 微小光共振器とは 

 

近年の微細加工技術の発展により, マイクロスケールの非常に小さい光共振器を作製す

ることが可能になった. これを微小光共振器と呼ぶ. 微小光共振器においてはファブリ-ペ

ロー型共振器の構造は用いられない. ファブリ-ペロー型の構造はスケールダウンするには

向かないためである.  

微小光共振器の長所は, 光を非常に狭い領域に閉じ込める特性によって, 光と物質の相

互作用が強まることである. 共振器の形状や材質といった要素を変化させることで, 通常

では観測されないような非線形光学効を起こすこともできる.  

共振器の光を閉じ込める性能は Q 値（Q : Quality Factor）とモード体積（V）という指標で

表される.  

Q 値はどの程度長く, 高い密度で光を閉じ込められるかを表す指標であり, その定義は 

𝑄𝑄 = 𝜔𝜔0 ×
共振器に蓄えられているエネルギー[J]

単位時間あたりに失われるエネルギー �Js�
= 𝜔𝜔0 × 光子寿命[s] (1.1) 

となる[4]. 𝜔𝜔0は共振周波数である. 光子寿命は, 共振器内部のエネルギーが初期値の 1/e 倍

になるまでの時間である. Q 値は 

𝑄𝑄tot−1 = 𝑄𝑄scat−1 + 𝑄𝑄abs−1 + 𝑄𝑄e−1 + 𝑄𝑄etc−1  (1.2) 

と複数の要素に分解できる. 𝑄𝑄scatは共振器表面での散乱, 𝑄𝑄absは共振器内部での吸収, 𝑄𝑄eは

共振器と導波路の結合効率に基づく要素であり, その他の要因は𝑄𝑄etcに含まれている.  

モード体積は光が占める空間の体積である. モード体積が小さいほど, 光は狭い領域に

閉じ込められていることになる.  

以上から, Q 値が大きく, モード体積が小さい共振器ほど優れていると言える.  

 

 

1.2.2 WGM 共振器 

 

 ウィスパリングギャラリーモード（WGM：Whispering Gallery Mode）とは, もともとはロ

ンドンのセント・ポール大聖堂で生じる音波の伝搬現象「ささやきの回廊」が起源である. セ

ント・ポール大聖堂（Fig. 1.2(a)）はドーム状の構造を有しており, 円形の壁面は滑らかな表

面を持つ石でできている. この壁の近くでささやくと音が壁に沿って伝搬し, 反対側にい

る人までささやきが届く.  

 同じことが光の場合においても言える. WGM 共振器は, このささやきの回廊モードを利

用した微小光共振器の一つであり, その特徴は全反射を利用して光を閉じ込めることにあ
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る. 円形の形状の内側側面で光を全反射することで共振する. 共振条件は共振器の半径をR, 

共振器中の屈折率をｎとすると,  

𝑚𝑚𝑚𝑚 = n ∙ 2𝜋𝜋𝜋𝜋      (𝑚𝑚 = 1,2,3,⋯ ) (1.3) 

となる.  

 

 

 

 

 

Fig. 1.2: (left) Whispering gallery in St Paul’s Cathedral. In 1912, Lord Rayleigh discovered the 

acoustic whispering gallery wave in this dome[4]. (right) Schematic illustration of the propagation of 

light in WGM cavity. 

(http://www.news-digest.co.uk/news/features/10404-climbing-up-london.html (2018/01/13)) 

 

 

Fig. 1.1: Performance of several microresonators[3]. ( K. J. Vahala, “Optical microcavities,” Nature 

424, 839 (2003).) 
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1.3 シリカトロイド微小光共振器 

 

 本研究で用いるのはシリカトロイド共振器という微小光共振器の一種である. 材料にシ

リカを用いており, トロイドというドーナツに似た円環状の構造を有している. シリカト

ロイド共振器は107程度の高 Q 値を得ることが可能であり, 材料も安価なため作製コストも

小さい. 高 Q 値と安価な作製コストは, シリカロッド共振器なども持つメリットであるが, 

それに加えてシリカトロイド共振器にはオンチップで作製できる点と構造設計の為のパラ

メータを 2 つ持つ点で特徴がある.  

シリカトロイド共振器の作製過程は後ほど詳述するが, オンチップに共振器をフォトリ

ソグラフィとエッチング, レーザリフロー過程で作製可能である. 将来的にはトランジス

タを集積したメモリのように, 大量のトロイドが基板に作製されたデバイスを, 工業的に

複製できる可能性がある. トロイド構造は, 共振器本体の半径であるメジャー半径という

パラメータと, 導波路断面の半径であるマイナー半径という 2 つのパラメータを持つため, 

共振器の構造をより自由に設計し, 分散を制御することが出来る.  

 

 

Fig. 1.3: a. A silica toroid microresonator[5]. b. Continuous pump wave which has single mode and 

generated pulse via nonlinear effects[6]. 

 

1.4 微小光共振器による非線形光学効果 

1.4.1 光カーコム 

 

コムとは英語で櫛を意味する comb である. 光コムは周波数軸上に等間隔に現れる櫛型の

スペクトルを持つ. モード同期された光コムは, 時間軸上では超短パルス光として観測で

きる. 光コムのモード間隔の不確かさが10−19と非常に精密なため, 「光のものさし」とも呼

ばれ厳密な光周波数計測などに応用されている. 2005 年のノーベル物理学賞では「光周波数

コム技術を含むレーザを用いた精密分光の発展への貢献」という理由で, John Hall と
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Theodor Hänsch が受賞者となった.  

 

Fig. 1.5: Two way of the comb light drown by schematic illustration of ultrashort pulse on time 

axis and spectrum on frequency axis. (Figure kindly provide by Shun Fujii) 

 

応用例としては, 史上最高の精度を持つ光時計や, 光ファイバーにおける大容量通信, 分

光学のツールとして, 大きな可能性を秘めている.  

時間の基準は 1967 年からセシウム原子が吸収するマイクロ波の周波数が用いられている. 

光コムを用いた光時計は光格子時計と呼ばれ, セシウム原子時計よりさらに 1000 倍も精度

が高い. これは相対性理論の効果による, 人や物が経験する時間の違いが日常スケールで

見えてくる精度だ[1]. 時間は最も精密に測定できる量であり, その他の量を測定する際の基

準になる. 例えば距離の測定をする際は, 定規やメジャーで測るよりも, 光が通過するのに

かかる時間を測定するほうが正確である[1]. 時間の測定精度が上がることは, 様々な量の精

度が上がることを意味し, その恩恵は光学にとどまらず計り知れない. 光ファイバーの通

信においては, 通信量を大きくするために波長多重分割通信という手法がある. 光コムを

用いることで, 波長の異なる単色レーザを多数用意することなく, 一つの光コムだけで通

信量を大幅に大きくすることができる. 分光学においては, それまで測定が難しかった可

視光以上の周波数の光の測定を可能にした. レーザ光と光コムの光を重ね合わせることで

うなりが生じる. 生じるうなりの周波数はマイクロ波の領域まで小さくできるので, うな

りの周波数を測定し元の光の周波数を計算できる.  

 微小光共振器においても, 単一周波数レーザで励起すると共振器中で四光波混合が起こ

ることにより光コムに類似した光が発生する. 四光波混合は Kerr 効果によって生じること

から, 微小共振器における光コムを光 Kerr コムと言う. その過程は次のようになる. 四光波

混合のポンプ光𝜔𝜔0が存在すると, シグナル光とアイドラ光は周波数軸上でポンプ光の左右

に等距離𝜔𝜔0+𝜇𝜇と𝜔𝜔0−𝜇𝜇に現れる. 円形の WGM 共振器には共振周波数が存在するため, 分散

を無視すれば縦モードは等間隔に現れる.  

 四光波混合を起こすためには, 光を狭い領域に閉じ込めた上に, その共振器の媒質が 3 次

分極を引き起こすような 3 次非線形媒質であることが必要となる. 3 次非線形媒質はシリカ

（SiO2）やシリコンナイトライド（Si3N4）, フッ化カルシウム（CaF2）, フッ化マグネシウ

ム（MgF2）などがある.  
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1.4.2 高調波発生 

 

 高調波発生は非線形光学現象の一つであり, 光の強度が非常に強い特殊な環境下で, 物

質と光の相互作用が大きくなった時に起きる. 高調波発生では入射光の整数倍（n 倍）の周

波数の光が出射する. この時の出射光を第 n 次高調波という.  

 この現象は, 誘導分極の起こりやすさを示す電気感受率を用いて理論的に説明できる. 

電気感受率は通常, 電場に対して線形応答する. 電場の 2乗, 3乗に比例する項は係数が非常

に小さいためである. しかし微小光共振器内部のように光の強度が大きくなると, 電場に

比例する項の影響に加えて, 電場の 2 乗や 3 乗に比例する項が支配的になる. 3 乗に比例す

る項の係数は, 2 乗に比例する項の係数に比べて何桁も小さいため, 一般には SHG などの二

次非線形効果が起きる. しかし原子の配置構造が均一性を持つアモルファスや, 中心対称

性を持つ結晶材料や液体, 気体といった物質では電気感受率の 2 次の項が小さくなるため

二次非線形光学効果は起きず, 三次非線形光学効果を観測できる. このような物質は三次

非線形媒質という. 3 次非線形媒質はシリカ（SiO2）やシリコンナイトライド（Si3N4）, フ

ッ化カルシウム（CaF2）, フッ化マグネシウム（MgF2）などを用いる. これらの材料はそれ

ぞれ吸収波長帯を持つため, 扱う光の周波数によって使い分けが必要である. 例えばシリ

カは中赤外光の吸収が強いため, 可視光や近赤外光の発生に用いられる. ちなみに第四次

高調波発生は, SHG が 2 回繰り返す過程であり, 二次非線形媒質でないと発生しない.  

 高調波発生の中で最初に発見されたのは , 第二高調波発生（SHG：Second Harmonic 

Generation）であった. 1961 年にミシガン大学の研究室に所属していた, P. A. Franken, A. E. 

Hill, C. W. Peters, G. Weinreich は「GENERATION OF OPTICAL HARMONICS」というタイト

ルで発表した[7]. 彼らは石英結晶に 694 nm ルビーレーザ（当時はメーザと呼ばれていた）

を照射し, 透過光を分光してスペクトルを調べたところ, 347 nm の波長を発見した. この論

文を出版する時, 編集者が 347 nm のスペクトルを汚れだと勘違いし, 消去してしまった逸

話は有名である.  

 SHG や THG などの非線形効果による波長変換を用いると, レーザのサイズダウンと高周

波数の光発生を両立することが出来る. Blu-ray Disc への記録, および読み出しには青紫色

半導体レーザが用いられているが, ここに SHG の応用可能性がある.  

 第三次高調波発生（THG：Third Harmonic Generation）は本研究で取り扱う非線形光学効

果である. 微小光共振器において第三次高調波が発生すると, 入射したポンプ光の 3 倍の周

波数を持つ光が出射する. 通信波長帯である波長 1550 nm の光をポンプすると, 正確に 515 

nm の緑色の光が発生する. このとき高調波発生には位相整合が必要であり, 入射した光と

発生した高調波の位相が光路内で揃う必要がある.  
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Fig. 1.5. Various color light emission through third harmonic generation. (blue, green, yellow) 

 

 

1.5 本研究の目的 

 

 微小光共振器における可視光波長域の発光には多くの研究が積み重ねられてきた. 本研

究ではその流れに則って, 今までに発光が確認されていない紫外光の発生を目指す. 具体

的には 350 nm〜400 nm の波長の光である. 本研究がこれまでの研究と異なる点は, 光クラ

スターコムを用いる点である. 光クラスターコムは高次分散を利用することで生じる四光

波混合であり, 通常の二次分散（異常分散）を利用した四光波混合よりも, 周波数軸上でポ

ンプ光からより離れた位置に光が発生できる. 共振器分散やポンプ周波数などの制御によ

り 1100 nm〜1200 nm に発生可能であり, このクラスターコムの THG が紫外光となる.  

 シリカトロイド共振器は, 高 Q 値, 小型で安価という長所の他に, オンチップで作製可

能という独自の強みがある. シリカトロイド共振器において, 広帯域の波長の光の発光を

可能にすることは大きな将来性を持つ. また, クラスターコムを発生させる分散制御の手

法を確立することも, 本研究の目的の一つである.  

 クラスターコムを用いたこの手法は, 中赤外の発光にも応用できる. 本研究では紫外光

の発光を目標とするが, 今後様々な波長の発光を探求する上で有効な先行研究となること

を確信している.  

 また, 本研究では有限要素法を用いて共振器の分散を計算し, クラスターコムが発生す

る周波数を求める. シリカトロイド共振器のメジャー半径とマイナー半径という 2 つのパ

ラメータを変化させて計算することで, 共振器構造とクラスターコムの周波数の関係を明

らかにすることは, 今後シリカトロイド共振器を用いた研究の道標となるだろう.  
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第 2 章 

微小光共振器と光 Kerr コム 

2.1 共振器理論 

2.1.1 光共振器 

 

 一般的な共振器についての理論を説明するために, ファブリ‐ペロー共振器をモデルと

する. ファブリ‐ペロー共振器は下図のように 2 つの対になった鏡が光を閉じ込める.  

 

 
Fig. 2.1: Illustration of a Fabry-Perot resonator.     

 

ここでは鏡の反射率が 100%であるとする. 2 枚の鏡は距離 L だけ離れており, 鏡に対し

て垂直に z軸をとる. シンプルにモデルを考えるために z方向にのみ伝搬する光だけを考え

る. 共振器中の光を角周波数を用いて表すと,  

 

𝐸𝐸(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐴𝐴exp[𝑖𝑖(𝜔𝜔𝑡𝑡 − 𝑘𝑘𝑧𝑧)] + 𝐵𝐵exp[𝑖𝑖(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝑘𝑘𝑧𝑧)] (2.1) 

 

第 1 項は進行波であり, 第 2 項は後退波である. A と B はそれぞれの波の振幅を示す定数で

あり, k は波数である. 反射鏡の位置では電場は 0 となるので,  

𝐸𝐸(𝑧𝑧 = 0) = 0 (2.2) 

𝐸𝐸(𝑧𝑧 = 𝐿𝐿) = 0 (2.3) 

 

という境界条件が成り立つ. この境界条件を（2.1）式に当てはめると,  

𝐴𝐴sin(𝑘𝑘𝐿𝐿) = 0 (2.4) 

という関係を導き出せる. これを満たす,  

𝑘𝑘𝐿𝐿 = 𝑚𝑚𝜋𝜋  (𝑚𝑚 = 1,2,3, … ) (2.5) 

が共振条件を表し, この関係を満たす波数 k を持つ光しか共振器内に存在できないことを

示している. また, 波数 k は屈折率 n, 真空状態における光の波長𝑚𝑚, 周波数𝑣𝑣を用いて,  
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𝑘𝑘 =
2𝜋𝜋𝑣𝑣
𝑐𝑐

𝑛𝑛 =
2𝜋𝜋
𝑚𝑚
𝑛𝑛 (2.6) 

と書き換えることが可能なので,  

𝐿𝐿 = 𝑚𝑚
𝑚𝑚

2𝑛𝑛
   (𝑚𝑚 = 1, 2, 3, … ) (2.7) 

と共振条件が表される. 周波数に書き換えれば,  

𝑣𝑣𝑚𝑚 = 𝑚𝑚
𝑐𝑐

2𝑛𝑛𝐿𝐿
   (𝑚𝑚 = 1, 2, 3, … ) (2.8) 

となる. 隣接する共振周波数との間隔は, 式（2.8）から,  

𝑣𝑣𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ≡ 𝑣𝑣𝑚𝑚+1 − 𝑣𝑣𝑚𝑚 =
𝑐𝑐

2𝑛𝑛𝐿𝐿
 (2.9) 

この周波数軸上での間隔のことを自由スペクトル間隔（FSR: Free Spectral Range）という. 媒

質の屈折率に波長依存性がない場合, 周波数軸で FSR は一定である. 媒質の屈折率が波長

依存性を持つとき, FSR は光の群速度𝑣𝑣𝑔𝑔と群屈折率𝑛𝑛𝑔𝑔を用いて 

𝑣𝑣𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ≡ 𝑣𝑣𝑚𝑚+1 − 𝑣𝑣𝑚𝑚 =
𝑐𝑐

2𝑛𝑛𝑔𝑔𝐿𝐿
=
𝑣𝑣𝑔𝑔
2𝐿𝐿

 (2.10) 

で表される. 群速度とは複数の波を重ね合わせたとき, 重ね合わせた波の波束が移動する

速度（下図参照）のことである.  

 

 
Fig. 2.2: Illustration of group velocity and wave packets. 

 

群屈折率は以下の式で表される.  

𝑛𝑛𝑔𝑔 = 𝑛𝑛 + 𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑛𝑛
𝜕𝜕𝑣𝑣

 (2.11) 
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 次に反射鏡に損失があるようなファブリ‐ペロー共振器を考える. 共振器 1 往復当たり

の減衰係数を𝛼𝛼, 位相変化を𝜑𝜑 = 2𝑘𝑘𝑛𝑛𝐿𝐿とすると, 𝛼𝛼 < 1において（𝛼𝛼 = 1では完全反射）電界

は次の式のように無限等比級数で表される.  

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸0 + 𝛼𝛼 exp(−𝑖𝑖𝜑𝜑)𝐸𝐸0 + {𝛼𝛼 exp(−𝑖𝑖𝜑𝜑)}3𝐸𝐸0 + ⋯ =
E0

1 − 𝛼𝛼 exp(−𝑖𝑖𝜑𝜑) (2.12) 

共振器内の光の強度𝐼𝐼は 

𝐼𝐼 =
|𝐸𝐸0|2

|1 − 𝛼𝛼 exp(−𝑖𝑖𝜑𝜑)|2 =
𝐼𝐼0

(1 − 𝛼𝛼)2 + 4𝛼𝛼 sin2(𝜑𝜑 2⁄ ) 
(2.13) 

電界強度の最大値𝐼𝐼maxは式より, sin(𝜑𝜑 2⁄ ) = 0の時 

𝐼𝐼max =
𝐼𝐼0

(1 − 𝛼𝛼)2 (2.14) 

電界強度𝐼𝐼とその最大値𝐼𝐼maxの比は,  

𝐼𝐼
𝐼𝐼max

=
(1 − 𝛼𝛼)2

(1 − 𝛼𝛼)2 + 4𝛼𝛼 sin2(𝜑𝜑 2⁄ ) 
(2.15) 

一般に𝜃𝜃が十分に小さいとき, sin𝜃𝜃 ≈ 𝜃𝜃の近似が成り立つことから, 式は𝜑𝜑についてローレ

ンツ関数の形をとっていることが分かる. ローレンツ関数とは分光学には馴染みの関数で, 

スペクトルの広がりの記述に用いられている. ここで式の半値全幅（FWHM）は以下のよ

うに表される.  

Δ𝑣𝑣 =
𝑐𝑐(1 − 𝛼𝛼)
2𝜋𝜋𝐿𝐿√𝛼𝛼

 (2.16) 

Δ𝑚𝑚 =
𝑚𝑚2(1 − 𝛼𝛼)

2𝜋𝜋𝐿𝐿√𝛼𝛼
 (2.17) 

 

 反射鏡の減衰係数が𝛼𝛼 < 1であり, 共振器の損失が線形吸収で表せるとき, 単位長さ当た

りの吸収係数𝛼𝛼𝑙𝑙を用いて 

𝛼𝛼 = exp (−𝛼𝛼𝑙𝑙 ∙ 2𝐿𝐿) (2.18) 

単位時間当たりの減衰係数𝛼𝛼𝑡𝑡は単位長さ当たりの減衰係数𝛼𝛼𝑙𝑙を用いて 

𝛼𝛼𝑡𝑡 = 𝑐𝑐𝛼𝛼𝑙𝑙 (2.19) 

入射光の電界強度が減少していき, 1 √𝑒𝑒⁄ になるまでの時間を光子寿命𝜏𝜏とすると.  

1
√𝑒𝑒

= exp �−
𝛼𝛼𝑙𝑙
2
∙ 𝑐𝑐𝜏𝜏� 

𝜏𝜏 =
1
𝛼𝛼𝑙𝑙𝑐𝑐

 

(2.20) 

(2.21) 

よって, ある時間𝑡𝑡が経過したときの減衰係数は次のようになる.  

𝛼𝛼 = exp �−
𝑡𝑡

2𝜏𝜏
� (2.22) 
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2.1.2 共振器の Q 値と損失 

 

ここで共振器の閉じ込め性能の指標である Q 値が 

𝑄𝑄 = 𝜔𝜔0 ×
共振器に蓄えられているエネルギー[J]

単位時間あたりに失われるエネルギー �Js�
= 𝜔𝜔0 × 光子寿命[s] 

で定義されるので, 高 Q 値の共振器は光子寿命が長く, 共振スペクトルの半値全幅が小さ

い. 1 サイクルあたりの損失エネルギーは𝛼𝛼𝑙𝑙𝑐𝑐/𝑣𝑣であるので,  

𝑄𝑄 = 2𝜋𝜋𝑣𝑣𝜏𝜏 =
𝑣𝑣
𝛥𝛥𝑣𝑣

=
𝑚𝑚
𝛥𝛥𝑚𝑚

 (2.23) 

 

共振器における損失は, その原因によって分割して考えることが出来る. ここで減衰係数

𝛼𝛼を次のように表した.  

𝛼𝛼 = 𝛼𝛼material + 𝛼𝛼radiation + 𝛼𝛼surface + 𝛼𝛼couple (2.24) 

ここで𝛼𝛼materialは材料による吸収を, 𝛼𝛼radiationは WGM の放射損失, 𝛼𝛼𝑠𝑠urfaceは共振器表面で

の散乱損失, 𝛼𝛼coupleは共振器とテーパファイバとの結合損失を表す. また, Q 値に置き換

えると次のようになる.  

𝑄𝑄total−1 = 𝑄𝑄material−1 + 𝑄𝑄radiation−1 + 𝑄𝑄surface−1 + 𝑄𝑄couple−1  (2.25) 

式(2.24)と式(2.25)のうち, それぞれ第 1 項から第 3 項までは, 共振器のみで完結する数値

であり, 実験系に左右されない. 一方で第 4 項の結合項に関しては, 共振器と結合導波路

との結合条件と関連している. そのため Q 値を大きく 2 つに分けて,  

𝑄𝑄total−1 = 𝑄𝑄unload−1 + 𝑄𝑄couple−1  (2.26) 

と表す. この式から分かるように, どれか一つの要素で Q 値が下がってしまうと, その影

響が支配的になり, 全体の Q 値が下がってしまう.  

例えば式において 4 つ全ての Q 値が10𝑥𝑥である場合と, 𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙
−1 のみ𝑥𝑥で他の 3 つの Q 値

は10𝑥𝑥の時では,  

1）𝑄𝑄material−1 = 𝑄𝑄radiation−1 = 𝑄𝑄surface−1 = 𝑄𝑄couple−1 = 10𝑥𝑥の時：𝑄𝑄total−1 = 5
2
𝑥𝑥 = 2.5𝑥𝑥 

2）𝑄𝑄material−1 = 𝑥𝑥,𝑄𝑄radiation−1 = 𝑄𝑄surface−1 = 𝑄𝑄couple−1 = 10𝑥𝑥の時：𝑄𝑄total−1 = 10
13
𝑥𝑥 ≅ 0.77𝑥𝑥 

となり, 一つのパラメータの変化の影響が大きいことが分かる.  

 

 𝛼𝛼materialは材料吸収による損失とレイリー散乱による損失を示す. 材料吸収は鉄やクロ

ム, ニッケルと言った微量金属不純物がもたらしている. 特に, シリカガラスを材料に用

いた場合, OH 基によって1 μm~1.5 μmの波長の光が吸収されてしまう事で, 共振器の Q

値が制限される. 室内に微小光共振器を保存しておくと, OH 基が付着する事により Q値が

107程度まで低下すると言われている. レイリー散乱は WGMを提唱したレイリー卿にちな

んで名付けられた現象で, 空が青く見える理由として有名である. その原理は, 光が波長
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よりも小さい粒子によって散乱するというものである. 微小共振器においては材料中の密

度変化や欠陥によって生じる. 短波長の光ほどレイリー散乱の影響が強く, シリカでは通

信波長帯である 1550 nm で材料吸収とレイリー散乱の影響がほぼ等しくなり, 長波長ほど

材料吸収が支配的になる.  

 

 𝛼𝛼radiationは WGM の全反射が完全でない事が理由である. WGM は光が反射する共振器と

空気の境が曲面なため, 放射損失が生じる. 球体の共振器を考えると,  

𝑄𝑄radiation =
1
2
�𝑚𝑚 +

1
2
� 𝑛𝑛−(1−2𝑏𝑏)(𝑛𝑛2 − 1)

1
2𝑒𝑒2𝑇𝑇𝑚𝑚 (2.27) 

で表される. ただし,  

𝑇𝑇𝑚𝑚 = (𝑚𝑚 +
1
2

)(𝜂𝜂 − tanh𝜂𝜂) (2.28) 

𝜂𝜂 = arcosh�𝑛𝑛 �1 −
𝑚𝑚

𝑚𝑚 + 1
2
� �𝑡𝑡𝑝𝑝0𝜉𝜉 +

𝑛𝑛(1−2𝑏𝑏)

√𝑛𝑛2 − 1
�
−1

� (2.29) 

𝜉𝜉 = �
1
2
�𝑚𝑚 +

1
2
��
1
3
 (2.30) 

𝑏𝑏 = 1(TM), 0(TE) (2.31) 

n は屈折率, m は方位角方向のモード番号, 𝑡𝑡𝑝𝑝0は 0 をとる Airy 関数の値である.  

 

𝛼𝛼surfaceは共振器表面でのレイリー散乱 

 レイリー散乱を考慮して表面散乱を考えると,  

𝑄𝑄surface =
3𝑚𝑚3𝜋𝜋

8𝑛𝑛𝜋𝜋2𝐵𝐵2𝜎𝜎2
 (2.32) 

ただし𝜋𝜋は共振器の半径, 𝐵𝐵は相関距離, 𝜎𝜎は表面粗さを表す.  
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2.2 導波路との結合 

2.2.1 結合モード理論 

 

 

Fig. 2.3: Illustration of the coupling between the resonator and the waveguide. 

 

 上図のように, 共振器に光を入射させるには外部のファイバを接近させる手法がとられ

る. このときの結合について考えたいと思う. まず共振器内のモード振幅𝑎𝑎(𝑡𝑡)が,  

exp(𝑗𝑗𝜔𝜔0𝑡𝑡) exp �−
𝑡𝑡

2𝜏𝜏0
� (2.33) 

に依存する時, 結合モード方程式は,  

𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑗𝑗𝜔𝜔0𝑎𝑎 −
1

2𝜏𝜏0
𝑎𝑎 (2.34) 

ただし, 1/𝜏𝜏0は独立した共振器固有の損失を表しており, この式(2.34)には外部の導波路

との結合に関する項は含まれていない. また, 1 2𝜏𝜏0⁄ となっているのは, モード振幅を基

準に考えているからである. エネルギーを基準にして考える場合は1 𝜏𝜏0⁄ とすれば良い. 本

論では振幅を基準とする. 外部への損失を𝜏𝜏extとすると,  

𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑗𝑗𝜔𝜔0𝑎𝑎 − �
1

2𝜏𝜏0
+

1
2𝜏𝜏ext

� 𝑎𝑎 (2.35) 

外部の損失を含む, 共振器固有の損失が表せた. さらに外部との結合の際の損失も考慮す
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ると, 導波路を通る入射波の振幅を𝑠𝑠inとし, 外部導波路との結合定数を𝜅𝜅extとして,  

𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑗𝑗𝜔𝜔0𝑎𝑎 − �
1

2𝜏𝜏0
+

1
2𝜏𝜏ext

� 𝑎𝑎 + 𝜅𝜅ext𝑠𝑠in (2.36) 

上式から, 定常状態（
𝑑𝑑𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 0）の状態において次の式が成り立つ.  

𝑎𝑎 =
𝜅𝜅𝑠𝑠in

𝑗𝑗(𝜔𝜔 −𝜔𝜔0) + [(1 𝜏𝜏0⁄ ) + (1 𝜏𝜏ext⁄ )] (2.37) 

損失を無視できる時, つまり共振器内寿命が𝜏𝜏0 → ∞となり, 入射波𝑠𝑠inを無視できる時, 共

振器内のモードは1 𝑡𝑡ext⁄ で減衰する. 入射波が存在せず, 共振器内の損失がない場合は, 

共振器から外部導波路へ光が逃げていくからである.  

 今, 共振器から外部導波路へ流出する出射波の振幅を𝑠𝑠outとすると, 式の関係から共振

器内のモードと出射波の間にエネルギー保存則が成り立つ.  

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑎𝑎

|𝑎𝑎|2 = −
2
𝜏𝜏ext

|𝑎𝑎|2 = −|𝑠𝑠out|2 (2.38) 

 

 次に時間反転法を用いて考える. 時間反転法とは, 入射波と同じ経路をたどりあたかも

時間が巻き戻るような波, 位相共役波を用いる手法で, 種々の解析に応用されている. 今, 

入射波の周波数を𝜔𝜔0, 振幅を�̅�𝑠in, 共振器モードの成長は1 𝑡𝑡ext⁄ とした時, 共振器モードの

周波数は,  

𝜔𝜔 = 𝜔𝜔0 −
𝑗𝑗
𝜏𝜏ext

 (2.39) 

これを式に代入して, 共振器内の損失が 0 であるとすると, 位相共役波𝑎𝑎�は 

𝑎𝑎� =
𝜅𝜅�̅�𝑠in

2 𝜏𝜏ext⁄  (2.40) 

となる. 時間反転した系の入射波については|�̅�𝑠in|2 = |𝑠𝑠out|2の関係と, 初期条件|𝑎𝑎�| = |𝑎𝑎|が

成り立つので 

|�̅�𝑠in|2 =
2
𝜏𝜏ext

|𝑎𝑎|2 =
2
𝜏𝜏ext

|𝑎𝑎�|2 (2.41) 

式(2.40)から 

|𝜅𝜅| = �
2
𝜏𝜏ext

 (2.42) 

この結合係数の関係を, 式(2.36)と式(2.42)に代入すると,  

𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑗𝑗𝜔𝜔0𝑎𝑎 − �
1

2𝜏𝜏0
+

1
2𝜏𝜏ext

� 𝑎𝑎 + �
2
𝜏𝜏ext

𝑠𝑠in (2.43) 
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|𝑎𝑎|2 =
|𝑠𝑠in|2/𝜏𝜏ext

(𝜔𝜔 − 𝜔𝜔0)2 + � 1
2𝜏𝜏0

+ 1
2𝜏𝜏ext

�
2 (2.44) 

という 2 式が導かれる.  

 

2.2.2 導波路との結合 

 

 出射波は入射波と共振器内のモードの差なので,  

𝑠𝑠out = 𝑠𝑠in − �
1
𝜏𝜏ext

𝑎𝑎 (2.45) 

式(2.37)と式(2.45)より, 出射波を次のように表せる.  

𝑠𝑠out = �1 −
1 𝜏𝜏ext⁄

𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝜔𝜔0) + [(1 2𝜏𝜏0⁄ ) + (1 2𝜏𝜏ext⁄ )]� 𝑠𝑠in (2.46) 

よってここからで𝑠𝑠out 𝑠𝑠in⁄ で規定される透過率強度 T を記述できる.  

𝑇𝑇 = �
𝑠𝑠out
𝑠𝑠in

�
2

=
(𝜔𝜔 −𝜔𝜔0)2 + 1

4 �
1
𝜏𝜏0
− 1
𝜏𝜏ext

�

(𝜔𝜔 −𝜔𝜔0)2 + 1
4 �

1
𝜏𝜏0

+ 1
𝜏𝜏ext

�
 

=
(𝜔𝜔 − 𝜔𝜔0)2 + 1

4 �
2
𝜏𝜏0
− 1
𝜏𝜏ext

�

(𝜔𝜔 −𝜔𝜔0)2 + 1
4 ∙

1
𝜏𝜏

 

(2.47) 

(2.48) 

共振状態では𝜔𝜔 = 𝜔𝜔0であり,  

𝑄𝑄unload =
2

1 ∓ √𝑇𝑇
𝑄𝑄total (2.49) 

また, 式から強度透過率は 

𝑇𝑇 =
𝑄𝑄unload − 𝑄𝑄couple
𝑄𝑄unload + 𝑄𝑄couple

 (2.50) 

この式から分かるように, 強度透過率は共振器固有の𝑄𝑄unloadと, 導波路との結合の𝑄𝑄couple
の 2 つに依存している. この関係性によって 3 つに場合分けできる.  

�
𝑄𝑄unload < 𝑄𝑄couple ∶ under coupling
𝑄𝑄unload = 𝑄𝑄couple ∶ critical coupling
𝑄𝑄unload > 𝑄𝑄couple ∶ over coupling

 

(2.51) 

(2.52) 

(2.53) 

under coupling は, 共振器内部の損失が外部導波路との結合による損失よりも大きい状態で

ある. この時, 共振器に入らず導波路を通り抜ける光の方が, 結合して共振器内に入る光

より大きくなる. 共振器と導波路の距離を近づけるほど結合効率が上がり, 遠ざければ結

合効率が下がることから, 遠ざけた時に under coupling が起こる. critical coupling では
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𝑄𝑄unloadと𝑄𝑄coupleが等しく釣り合っているので, 式(2.50)より強度透過率は 0 となる. 外部

導波路の入射波が全て共振器内に入るように結合されている状態で, 最も効率が良い. 

over coupling では𝑄𝑄unloadの方が𝑄𝑄coupleよりも大きい. この状態では, 外部導波路を透過す

る光よりも, 共振器を経由して出射する光のほうが大きい. over coupling は共振器と外部導

波路の距離が小さい時に起こる.  

 
Fig. 2.4: Illustration of the 3 types of coupling depending on the distance between the resonator and the 

waveguide. 

 

 実験で計測できるのは𝑄𝑄totalと T のみである. 𝑄𝑄unloadを求めたい場合は, なるべく共振器

と導波路の距離を離して結合させた状態で計測することで, 𝑄𝑄unloadに近い値が得られる. T

は入力波と出射波の強度の関係から次のように得られる.  

𝑇𝑇 = |𝑡𝑡|2 = �
𝑠𝑠out
𝑠𝑠in

�
2

= �1 − 2
𝑄𝑄total
𝑄𝑄unload

�
2

 (2.54) 

すなわち, 𝑄𝑄totalは実験で得られる数値から次の式で得られる.  

𝑄𝑄unload =
2

1 ∓ √𝑇𝑇
𝑄𝑄total (2.55) 

ただし, マイナスの符号は over coupling, プラスの符号は under coupling を示す.  

 新たに, 導波路への入力パワーを|𝑠𝑠in|2 = 𝑃𝑃in,𝜔𝜔 − 𝜔𝜔0 = 𝛥𝛥𝜔𝜔とおいて式を書き換えると,  
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|𝑎𝑎|2 =
1 𝜏𝜏ext⁄

𝛥𝛥𝜔𝜔2 + (1 2𝜏𝜏⁄ )2 𝑃𝑃in (2.56) 

共振器内部パワー𝑃𝑃cavは共振器内部エネルギー|𝑎𝑎|2と周回時間𝑇𝑇𝐹𝐹を用いて,  

𝑃𝑃cav =
|𝑎𝑎|2

𝑇𝑇𝐹𝐹
= 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ∙ |𝑎𝑎|2 = 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ∙

1 𝜏𝜏ext⁄
𝛥𝛥2 + (1 2𝜏𝜏⁄ )2 𝑃𝑃in 

(2.57) 

ただし, 𝑇𝑇𝐹𝐹 = 𝑛𝑛𝐿𝐿/𝑐𝑐の関係を使用した.  

 さらにフィネス F を次のように定義する.  

𝐹𝐹 =
𝑣𝑣𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝛥𝛥𝑣𝑣

= 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑄𝑄total
𝑣𝑣

= 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
2𝜋𝜋𝑣𝑣 ∙ 𝜏𝜏
𝑣𝑣

= 2𝜋𝜋 ∙ 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝜏𝜏 (2.58) 

 共振条件の時には 

𝑃𝑃cav =
𝐹𝐹

2𝜋𝜋 ∙ 𝜏𝜏
4𝜏𝜏2

𝜏𝜏ext
𝑃𝑃in =

𝐹𝐹
𝜋𝜋

2𝜏𝜏
𝜏𝜏ext

𝑃𝑃in (2.59) 

さらに critical coupling の状態では, 𝜏𝜏 = 𝜏𝜏ext/2が成り立つので,  

𝑃𝑃cav =
𝐹𝐹
𝜋𝜋
𝑃𝑃in (2.60) 

 

 

2.2.3 共振器と導波路の結合手法 

 

 導波路と共振器を結合させる手法はいくつか存在するが, 光テーパファイバを用いるの

が主流である. 光テーパファイバは直径1 μmほどに細らせた光ファイバであり, 漏れ出し

た光を共振器に結合するという方法である. 光が反射する際に, 反射媒質の外側におよそ

１波長分が浸透する現象で, その染み出し光をエバネッセント光, 近接場光などと呼ぶ.  

 テーパファイバからの結合には基本モードのHE11の染み出しを利用する. テーパ単一モ

ードの条件は次の式で表される.  

𝑉𝑉 = 𝑘𝑘0𝑛𝑛1𝑎𝑎√2𝛥𝛥 (2.61) 

𝛥𝛥 =
𝑛𝑛12 − 𝑛𝑛22

2𝑛𝑛12
~
𝑛𝑛1 − 𝑛𝑛2
𝑛𝑛1

 (2.62) 

 Δは比屈折率差で, この値が大きいほど光の閉じ込め能力が高い. 𝑛𝑛1はファイバのコア

の屈折率, 𝑛𝑛2はクラッドの屈折率, 𝑘𝑘0は真空中の波数, 𝑎𝑎はファイバの半径である.  

 

 

以下にテーパファイバの作製手順を記す. 本研究室では酸素とプロパンを最適値に設定し

たガストーチを用いて作製する. 他に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. 以下の工程で作製する.  

1. 酸素, プロパンガスの元栓を開け, 作製装置の電源を入れる.  
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2. シングルモードファイバの被膜を剥離し, 両端をファイバコネクタ付きのファイバに

融着する.  

3. 治具をセットし, 被膜を剥がした部分がトーチの炎と接触する適切な位置に固定す

る.  

4. トーチに火をつけた後, 火の先端がファイバと接触するように調整しながら徐々にフ

ァイバを引っ張る.  

5. 透過率を確認しながら, テーパファイバがシングルモードになったときに停止する.  

 

 

2.3 シリカトロイド微小共振器 

2.3.1 シリカトロイド共振器の作製 

 

 シリカトロイド共振器の作成手順をおおまかなフローにまとめると以下のようになる. 

いずれの過程もオンチップで可能なことは見逃せない点だ.  

 

1. 熱酸化膜形成：装置を用いてシリカの表面にSiO2の膜を形成する.  

2. フォトリソグラフィ：SiO2膜をパターンに削る. 必要なサイズの直径を持った部分だ

けが残る.  

3. エッチング：XeF2ガスを用いて基板のシリカを削る. この時点でディスク共振器の形

状になっている.  

4. レーザーリフロー：レーザの熱でSiO2を融解し, トロイド構造を作る.  

 

 

 

Fig. 2.5: 4 Fabrication process of a silica toroid microresonators. 
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【熱酸化膜形成】 

 シリカ基板を高熱下で酸化させ, およそ1~2 μmの厚さのSiO2膜を形成させるプロセス

である. ウェットプロセスとドライプロセスという 2 つの方法があり, ウェットプロセス

は品質が低下するが所要時間が短く, ドライプロセスは品質が高いが所要時間が長い. ど

ちらも800~1000℃という環境で行うことで, 安定した成膜を行える.  

 ウェットプロセスの過程は次式で表せる.  

Si(s) + 2H2O(g) ⇌ SiO2(s) + 2H2(g) (2.63) 

ウェットプロセスではH2Oを使用するため, OH 基がシリカに付着し性能を落としてしまう. 

反応速度が速いため, 比較的厚い数μmの膜を形成するのに用いられる.  

 ドライプロセスの過程は次式で表せる.  

Si(s) + O2(g) ⇌ SiO2(s) (2.64) 

ドライプロセスでは OH 基が反応に関与しないため, 品質は高い. しかし2 𝜇𝜇𝑚𝑚の膜を形成

するのに数週間も要してしまう.  

 

【フォトリソグラフィ】 

 目標の直径に合ったマスクを用いて, 酸化膜を切り取る. まずマスクの上から UV 露光

を行い, フッ化水素酸（HF）エッチングで必要なパターン以外を取り除く. この時に共振

器の導波路となる部分である. 反応速度を維持するために, エッチング剤にはフッ化アン

モニウム（NH4F）を混合したバッファードフッ酸（BHF）を用いる. 反応式は次のように

なる.  

SiO2 + 6HF ⇌ H2SiF6 + 2H2O (2.65) 

NH4F ⇌ NH3 + HF (2.66) 

 

【エッチング】 

 エッチングにはXeF2ガスを用いる. XeF2ガスはSiをSiO2より優先してエッチングする. 

また, SiにとってXeF2は等方性エッチングとなるため, マスクの真下の部分も同じ速度で

反応が進み, マスクの下をえぐったようなディスク共振器の形状となる. エッチングの反

応式は次のようになる.  

2XeF2(g) + Si(s) ⇌ 2Xe(g) + SiF4(g) (2.67) 

 XeF2エッチングには窒素ガスが充満した状態で行われる. これはXeF2がH2Oと反応して

HF が生成され, SiO2と反応するのを防ぐためである.  

2XeF2 + H2O ⇌ 2Xe + O2 + 4HF (2.68) 
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Fig. 2.6: Devices for etching. a. XeF2etching device. b. electronic microscope.  

c. BEBICON 

 

 本研究室ではクリーンルームにてエッチング過程を行った. エッチングの前にチップを

エタノール中で微細振動機にかけて洗浄した. エッチングに使用したのはXeF2エッチング

装置（Samco VPE-4F）である. この装置はパラメータを設定することで自動でエッチング

を行うことができる（ただし反応室の真空引きは手動操作）. 操作できるパラメータはガ

スの圧力, ガスの充填時間, エッチング回数, 一回のエッチングの時間, サイクルパージ

回数である. このうち, エッチング回数がシリコンポストの削れ具合に非常に大きく関係

しているため, 重要なパラメータである. エッチング回数によっては, 後のレーザーリフ

ローで形成できるトロイドの形状に制限ができることもある. 例えばエッチング回数が少
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なすぎると, レーザ熱によるシュリンクが制限され, マイナー半径に限界がでる. また, 

エッチング回数が多すぎるとレーザ熱で融解したSiO2膜が溶け落ちてしまい, 形という形

にならなくなってしまう.  

 

レーザーリフロー 

 リフローに用いたレーザはCO2レーザである. CO2レーザは非常に強いため, 使用する際

には実験室内の全員が専用の防護グラスをかける必要がある.  

冷却装置が十分に動作していることを確認し, まずレーザの照射される位置をモニター

で確認する. 感熱紙を電動ステージに置き, 非常に短い間隔でシャッターを開閉すること

で, 感熱紙に焦げ跡が残り, レーザの中心を把握することができる.  

次に, チップを電動ステージに乗せ, 画面上でレーザの照射位置と中心がそろうように

移動する. レーザの出力を 0 にしたままシャッターを開け, 徐々に出力を大きくしていく. 

ある瞬間からディスクのエッジが丸まる様子がモニターで確認できるため, 必要な形状に

応じてレーザ出力のつまみを回す. このつまみの感覚に関しては経験して初めて得られる

ものである. 出力が大きくなるとトロイドのエッジの部分が融解し始め、トロイド形状が

作られる。よりメジャー半径を小さくしたい場合は、融解が始まった後に慎重に出力を上

げる。出力が大きすぎるとトロイド形状が破損してしまうことに留意する必要がある.  

 

Fig. 2.7: Devices for CO2 lasor reflow.  
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2.3.2 シリカトロイド微小光共振器の評価 

 

微小光共振器の特性を評価する上で最も重要なのは Q 値を測ることだ. Q 値の理論で説

明した通り, 実際の計測で測定するのは強度透過率と𝑄𝑄totalだけである.  

 測定系は下に図示した. 波長可変レーザ, 偏波コントローラ, 微小光共振器, パワーメ

ータを用いて行った. この測定では, 特定の波長が共振器と結合していることが, モニタ

ー上のスペクトルを見ると判明する. 波長可変レーザを 1540～1560 nm でスイープし, パ

ワーメータでそのスペクトルをチェックした時の画像が Fig である. この時非常に狭い帯

域でパワーが落ち込んでいる部分が, 共振器と結合した波長である. この部分を拡大し, 

より細かくスウィープすることで得られる, 落ち込みの形状から Q 値を計算することがで

きる.  

 この測定系では測定できる Q 値はおよそ2 × 109程度に制限される. Q 値は波長可変レー

ザの線幅とステップ幅によって制限される. レーザの線幅や最小ステップ幅よりも小さい

線幅のスペクトルは原理的に測定できない. 掃引速度は以下の式で表される.  

𝑣𝑣 �
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑠𝑠 � ≪

Δ𝑚𝑚
𝜏𝜏𝑝𝑝

=
2𝜋𝜋𝑐𝑐
𝑄𝑄2

 (2.69) 

 

 

 

Fig. 2.8: Setup for valuation of quality factor of the toroid. 
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Fig. 2.9: Devices for observation. a. 2 Cameras and tapered fiber. b. Cameras and tapered fiber and 

electricaly moving stage. c. Stage controllers and monitors. 

 

 テーパファイバと光共振器のフィッティングは 3 軸電動ステージと 2 つのカメラを使用

して行う. 2 つのカメラはトロイドを上から見る視点と, トロイドを横からファイバと重ね

るように見る視点の 2つがある. ステージコントローラを用いて最小 10 nm単位で調整する

ことができる.  

 

 

2.4 非線形光学効果 

2.4.1 3 次非線形光学効果 

 

 光学効果は物質と光の相互作用によっておきる. その相互作用の強さは光電場の強度に

依存するが, 中でも電場の強さの n 乗（𝑛𝑛 = 2,3,4, …）に比例するような項が支配的になる

と, 非線形光学効果と呼ばれる, 波長変換や位相変調などの現象が起きる. 光と物質の相

互作用は, 電場によって物質に分極がおきる過程で橋渡しされている. 分極の起こりやす

さは電気感受率で表される. その分極の式は, 誘導分極の起こりやすさを示す電気感受率

𝜒𝜒(𝑛𝑛)を用いて以下の式で表される.  

𝑃𝑃(𝑡𝑡) = 𝜀𝜀0𝜒𝜒(1)𝐸𝐸(𝑡𝑡) + 𝜀𝜀0𝜒𝜒(2)𝐸𝐸2(𝑡𝑡) + 𝜀𝜀0𝜒𝜒(3)𝐸𝐸3(𝑡𝑡) + ⋯ (2.70) 

 右辺の第 1 項が支配的な時, 物質は光に対して線形応答となり,  
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𝑃𝑃(𝑡𝑡) = 𝜀𝜀0𝜒𝜒(1)𝐸𝐸(𝑡𝑡) (2.71) 

と表すことができる. 光の強度が非常に大きい時, つまり右辺の第 2 項以降の高次の項が

支配的になるとき, 式の第 2 項以降を無視することはできず, 物質は非線形の応答を示す. 

このような特性を示すのは 1 次～3 次の電気感受率について𝜒𝜒(1) ≫ 𝜒𝜒(2) ≫ 𝜒𝜒(3)であるためで

ある. 非線形光学効果を起こすような場合でも, 3 次非線形媒質を用いるなどの特別な条件

を設けなければ, 2次の非線形光学効果が主となり 3次非線形効果を無視できるときもある.  

 3次の非線形光学効果は, アモルファスや気体, 液体など等方性の媒質を用いて 2次の非

線形光学効果が起きない条件下で観測される. 3 次非線形光学効果自体は等方性媒質中でも

発生するが, 多くの場合, 2 次非線形効果にかき消されるためである. その項は 

P(3)(𝑡𝑡) = 𝜀𝜀0χ(3)𝐸𝐸3(t) (2.72) 

で表される. 現実には共振器内にはさまざまな波長の光が存在するため, 非常に複雑とな

るが, 簡単のために光の電場をE(t) = E0cosωtとすると 3 次非線形光学効果を説明しやすい. 

式に代入すると,  

P(3)(𝑡𝑡) =
1
4
𝜀𝜀0𝜒𝜒(3)𝐸𝐸03𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠3𝜔𝜔𝑡𝑡 +

3
4
𝜀𝜀0𝜒𝜒(3)𝐸𝐸03𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜔𝜔𝑡𝑡 (2.73) 

となる. この式の第 1 項は第 3 次高調波発生を表している.  

 

光Kerr効果とは光の強度によって屈折率が変化する現象のことである. 3次の光学効果の場

合で考えてみよう. 3 次非線形媒質を用いると 2 次の電気感受率を無視できるので, 誘導分

極は,  

𝑃𝑃(𝑡𝑡) = 𝜀𝜀0 �𝜒𝜒(1) +
3
4
𝜒𝜒(3)𝐸𝐸02�𝐸𝐸0 (2.74) 

と表せる. 屈折率は電気感受率で,  

𝑛𝑛2 = 1 + 𝜒𝜒 (2.75) 

と表せるので, 3 次非線形光学効果も含めると,  

𝑛𝑛2 = 1 + 𝜒𝜒(1) +
3
4
𝜒𝜒(3)𝐸𝐸02 (2.76) 

よってこの式から, 屈折率が光の強度に比例し,  

𝑛𝑛 = 𝑛𝑛0 + 𝑛𝑛2𝐼𝐼 (2.77) 

と表せることが分かる. これを光 Kerr 効果といい, 𝑛𝑛2を非線形屈折率という.  

 

 

2.4.2 四光波混合 

 

 四光波混合はこのような媒質で起こる 3 次非線形光学効果である. 波長変換過程の一つ

であり, 4 つの光波が関わっている. 4 光波混合が起こるには 4 つの光波が以下の 2 つの式
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を満たす必要がある.  

ω1 = 𝜔𝜔2 + 𝜔𝜔3 + 𝜔𝜔4 (2.78) 

k1 = 𝑘𝑘2 + 𝑘𝑘3 + 𝑘𝑘4 (2.79) 

 波長に関する式はエネルギー保存則, 波数に関する式は運動量保存則である. 特に波数

に関する式は位相整合条件と呼ばれる, 四光波混合に必須の条件である. 四光波混合にお

ける周波数と波数の概念図を以下に表した.  

 

 

Fig. 2.10: Illustration of the mechanism and conditions of four wave mixing. 

 四光波混合はポンプ光となる 2 つの光のみを入射する場合もあるが, 3 つの光を入射させ

狙った波長の光を発生させることもできる. ポンプ光の波長が一致している時, 縮退四光

波混合と呼ばれる.  

 

 四光波混合に関わる 4 つの光波がすべて x 軸方向に直線偏光しているとすると, それぞ

れ 

𝑬𝑬1 =
1
2
𝐸𝐸1 exp�𝑖𝑖(𝜔𝜔1𝑡𝑡 − 𝑘𝑘1𝑧𝑧)]� + 𝑐𝑐. 𝑐𝑐. (2.80) 

𝑬𝑬2 =
1
2
𝐸𝐸2 exp�𝑖𝑖(𝜔𝜔2𝑡𝑡 − 𝑘𝑘2𝑧𝑧)]� + 𝑐𝑐. 𝑐𝑐. (2.81) 

𝑬𝑬3 =
1
2
𝐸𝐸3 exp�𝑖𝑖(𝜔𝜔3𝑡𝑡 − 𝑘𝑘3𝑧𝑧)]� + 𝑐𝑐. 𝑐𝑐. (2.82) 

𝑬𝑬4 =
1
2
𝐸𝐸4 exp�𝑖𝑖(𝜔𝜔4𝑡𝑡 − 𝑘𝑘4𝑧𝑧)]� + 𝑐𝑐. 𝑐𝑐. (2.83) 

と書くことができ, 電場𝑬𝑬 = 𝑬𝑬1 + 𝑬𝑬2 + 𝑬𝑬3 + 𝑬𝑬4による 3 次の非線形分極は,  

𝑃𝑃NL = 𝜀𝜀0𝜒𝜒(3)𝐸𝐸3(𝑡𝑡) (2.84) 

で表される. この式の右辺は 5 個の項を持つ E の 3 乗が含まれているので, 125 個の項を持

つことになる. この膨大な量の項を整理するため, 次のように考える. ポンプ光に比べて

四光波混合で発生する光は小さい. 𝐸𝐸1と𝐸𝐸2がポンプ光で𝐸𝐸3と𝐸𝐸4が発生光だとすると,  

|𝐸𝐸1|, |𝐸𝐸2| ≫ |𝐸𝐸3|, |𝐸𝐸4| (2.85) 

が成り立つ. そのため𝐸𝐸3と𝐸𝐸4の微小項が 2 次以上に掛け合わされた項を無視すると,  
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𝑃𝑃NL = 3𝜒𝜒(3) × (𝐴𝐴1𝐴𝐴2𝐴𝐴3∗ + 𝐴𝐴1𝐴𝐴1∗𝐴𝐴4 + 𝐴𝐴2𝐴𝐴2∗𝐴𝐴4) exp[𝑖𝑖(𝜔𝜔𝑡𝑡 − 𝑘𝑘𝑧𝑧)] 

                           +3𝜒𝜒(3)

× (𝐴𝐴1𝐴𝐴2𝐴𝐴4∗ + 𝐴𝐴1𝐴𝐴1∗𝐴𝐴3 + 𝐴𝐴2𝐴𝐴2∗𝐴𝐴3) exp[𝑖𝑖(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝑘𝑘𝑧𝑧)] + 𝑐𝑐. 𝑐𝑐. 

(2.86) 

と整理することができる.  

 

2.4.3 光カーコム 

 

 微小光共振器においても四光波混合が発生する. 実際に単一周波数のポンプ光を励起す

ると縮退四光波混合が起き, ポンプ光の縦モードを中心に四光波混合が広がる. ただし, 

式に表されるような円形の共振器の共振周波数を満たす波長の光しか共振器内に存在でき

ないため, Fig 上の𝜇𝜇は自由な値を取れるわけでなく, 共振波長の整数倍の値となる.  

共振器内の分散をゼロと仮定すればシンプルであるが, 実際には有限の分散をもってお

り, 微小光共振器内の四光波混合を議論する際に考慮する必要がある. 縮退四光波混合が

起きたときに発生するアイドラ光を区別するため, 短波長側のアイドラ光の波長を𝑚𝑚−, と

し長波長側を𝑚𝑚+とする. この時, 光カー効果の影響で 2 つのアイドラ光が感じる屈折率が

異なる. 分散は正常分散と異常分散という 2 種類があり, それぞれ光の強度に対する波の

反応が逆になる.  

今, 正常分散であるとすると, 短波長側では非線形応答項が大きくなり感じる屈折率が

大きくなる. すなわち, 自由スペクトル間隔（FSR: Free Spectral Range）は小さくなる. 一

方で長波長側では感じる屈折率が小さくなることにより, FSR は大きくなる. Fig. 2.11 は分

散を考慮して縮退四光波混合が起きたときの FSR について説明したものである. 黒い線で

表した縦モードは共振器のサイズから得られる共振周波数である。赤線と青線は分散を考

慮した共振周波数で、正常分散と異常分散によって共振周波数のシフトに差があることを

示している。 

 

 

Fig. 2.11: Four wave mixing comb in micro resonator considering dispersion. 

 

このように微小光共振器内で発生する四光波混合は光 Kerr 効果の影響を受けた特殊なコ



 31 

ムであり, 光 Kerr コムと呼ばれる. 光カー効果による共振波長のずれは,  

𝑚𝑚eff ≅ 𝑚𝑚0 �1 + �
1
𝐿𝐿
𝑑𝑑𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑇𝑇

+
1
𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑇𝑇
�𝛥𝛥𝑇𝑇 +

1
𝑛𝑛
𝑛𝑛2𝑃𝑃cav
𝐴𝐴eff

� (2.87) 

で表される. ただし, 𝑚𝑚0は元の共振波長, �1
𝐿𝐿
𝑑𝑑𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑇𝑇

+ 1
𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑇𝑇
� 𝛥𝛥𝑇𝑇 は温度変化を表す項, 𝐴𝐴effはモ

ードの実効面積, 𝑃𝑃cavは共振器の分極である.  

 

 

2.4.4 光クラスターコム 

 

 広帯域なコムは非常に応用範囲が広い. 光カーコムは四光波混合によってコムが広がる

が, 一方で分散によって範囲を制限される. 光クラスターコムは光カーコムの一種であり

ながら, よりポンプ光から離れた周波数の光を発生させられること, 分散制御によって周

波数をコントロールできる点で興味深い. 光カー効果は 3 次の分散による効果であるが, 

クラスターコムでは 4 次の分散が重要である.  

 共振器内の分散を 4 次まで考慮すると次式で表される.  

𝐷𝐷total =
1
2
𝐷𝐷2𝜇𝜇2 +

1
6
𝐷𝐷3𝜇𝜇3 +

1
24

𝐷𝐷4𝜇𝜇4 (2.88) 

ただし𝜇𝜇はモードナンバーと言い, ポンプから数えたモードの番号である. 下図のように

先行研究によってモード番号に依存して分散が異なることが明らかになっている. 一方で

波長変換が起こる際には位相整合条件を満たす必要がある. 𝜔𝜔0+𝜇𝜇 + 𝜔𝜔0−𝜇𝜇 − 𝜔𝜔 = 0となるよ

うなモード番号の周波数において光クラスターコムが発生する. そのモード番号の計算式

は,  

𝛥𝛥𝜔𝜔 = 𝜔𝜔𝜇𝜇 − 𝜔𝜔0 − �𝜔𝜔0 − 𝜔𝜔−𝜇𝜇� = 𝐷𝐷2𝜇𝜇2 +
𝐷𝐷4
12

𝜇𝜇4 → 0 (2.89) 

𝜇𝜇2 = −
12𝐷𝐷2
𝐷𝐷4

   (𝐷𝐷2 < 0,𝐷𝐷4 > 0) (2.90) 

 

 Fig. 2.12 は（2.88）で表される共振器の分散を横軸にモード番号をとって表した図と、横

軸にモード番号をとった時の（2.89）で表される位相不整合量を表した図である。 
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Fig. 2.12: Calculation of total dispersion and mode number of the cluster comb.  

 

 

2.4.5 第 3 次高調波発生 

 

 式の第 1項は, 周波数𝜔𝜔のポンプ光が周波数3𝜔𝜔に周波数変換される第 3次高調波発生の過

程を表している. エネルギーを微視的に考えると第 3次高調波発生は, 3つの周波数𝜔𝜔の光子

から 1つの周波数3𝜔𝜔の光子が生み出される現象である. 理想的には周波数が 3倍になり, 振

幅が 1/3 になることでエネルギー保存が成り立っている. 実際には第 3 次高調波発生を観測

するには, 発生光が雑音に埋もれない一定程度のゲインが必要となる. 第 3 次高調波発生に

は位相整合条件, ω −ωTH = 0 を満たす必要がある.  

 分散が無ければ共振器内の共振周波数である光の第 3 次高調波も共振条件を満たす. し

かし現実に分散を考慮する場合, 第 3 次高調波はカー効果の影響で分散条件が異なり, 共振

器内に存在できないことになる. この問題を解決するため, 第 3 次高調波の高次モードと位

相整合を取ることを考える.  

 共振器内には基本モードの光と高次モードの光が存在する. そのモードの次数によって

共振器内の光が伝搬する位置が異なる. 高次モードでは光路長が基本モードと異なるため, 

分散を考慮して位相整合が取れる可能性がある. 私たちは 450 nm 付近の高次モードを調べ

た.  
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Fig. 2.13: Fundamental mode and 2nd order mode in toroid microresonator.  

 

 上図のように様々な高次モードがあるが, ここでは番号を振った. 水平方向と水平方向

に行と列のように考えて, 水平方向のスポットの数を p, 垂直方向のスポットの数-1 を q と

した. 共振器内の光は TE モードと TM モードの 2 つがある. TE(1,0)が基本モード, TE(1,1)

が 2 次モードである.  

 

 
Fig. 2.14: Phase matching with high order TH modes. 

 

 光の伝搬モードが異なれば共振器内の光路長が変化する。光路長と分散の関係から THG

が発生するのは, この条件においては 12 次のモードと位相整合が取れることが分かった.  

分散のある環境では, 高次モードであってもポンプ光と位相整合が取れない場合もある. 

実際に実験を行った際も, スペクトルアナライザーに 1300nm 付近のコムが映っていても、

そのコムに対応する第 3 次高調波が発生しなかった時があった.  
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第 3 章 

分散制御 

3.1 シミュレーション 

3.1.1 材料分散と構造分散 

  

シリカトロイド共振器における紫外光発生には分散を制御する必要がある. 実験に先駆

けてまずシミュレーションを行い, どのような構造で紫外光発生が実現可能か探った. シ

ミュレーションを行うには共振器の共振周波数と分散を計算しなければならない.  

 分散は材料分散と構造分散に分けて考えることが出来る. 材料分散はセルマイヤーの分

散式から求めることが出来る.  

𝑛𝑛2(𝜔𝜔) = 1 + �
A𝑗𝑗𝜔𝜔𝑗𝑗2

𝜔𝜔𝑗𝑗2 − 𝜔𝜔2

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 (3.1) 

Aは定数であり, 𝜔𝜔𝑗𝑗は共振周波数である. どちらも材料に固有の値であり, 今回のシミュ

レーションではシリカが,  

A1 = 0.6961663        ,   𝑚𝑚1 = 0.0684043 𝜇𝜇𝑚𝑚 (3.2) 

A2 = 0.4079426        ,   𝑚𝑚2 = 0.1162414 𝜇𝜇𝑚𝑚 (3.3) 

A3 = 0.8974794      ,   𝑚𝑚3 = 9.896161 𝜇𝜇𝑚𝑚 (3.4) 

であるとして計算した.  

 

 本研究では材料分散が定数だとすれば構造分散は変数である. 構造を変化させることで

最適な分散値を求める. この際にシリカトロイド共振器が優れている点は, 共振器の構造

にメジャー径 M とマイナー径 m という 2 つのパラメータを持つことだ.  

 

Fig. 3.1: A cross-sectional view of toroid micro-resonator. 

 

 

3.1.2 有限要素法を用いた計算 
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 構造分散の計算は解析的に求めることは難しく, 有限要素法を用いた. 具体的には, 計

算ソフト COMSOL multiphisics を使用した. COMSOL の計算では, メッシュと言う共振器

の構造を細かく分割して計算するための機能がある. メッシュはその目の細かさを選択で

きる. 細かさの段階は粗い方から順番に coarse, normal, fine, finer, extra fine, extremely fine

の 6 段階ある.  

 

 
Fig. 3.2: The patterns of six mesh. 

 

 有限要素法で計算する場合, メッシュによる分割の境界が変わることで計算結果に違い

が出てくる事が考えられた. そのためメッシュごとに共振器の分散 

𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑙𝑙 =
1
2
𝐷𝐷2𝜇𝜇2 +

1
6
𝐷𝐷3𝜇𝜇3 +

1
24

𝐷𝐷4𝜇𝜇4 (3.5) 

を計算して比較した. その結果が次にまとまっている.  
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Fig. 3.3: Error of 5 meshes compared with Fine. 

 

 Fig. 3.3 はメッシュごとの計算結果をまとめたものである。横軸はメッシュの目の細かさ

であり、右に行くほど目が細かい。縦軸の Error は、Fine のメッシュを基準としたときの誤

差率である。Fig. 3.3 から読み取れるようにメッシュによって計算結果が大きく異なること

が分かった.  

特徴は 3 次の分散の値だけが非常に誤差が大きいことだ. また, 目を細かくするに従っ

て計算値が収束していくのではなく, 規則性が見えない. その誤差は Fine を基準として

Coarse や Extremely–fine などと比較すると, 誤差率が 400%ほどである. 田邉研究室の先行

研究では Fine のメッシュを用いた計算結果と実験結果が一致していたため, 本研究では

Fine のメッシュを用いて計算した.  

 このメッシュの問題に関しては微小球共振器で同様の計算をすることで信頼性が確かめ

られると考えている. トロイド共振器は解析的に求めるには複雑すぎるが, 微小球共振器

は解析解が得られる. 微小球共振器の解析解とシミュレーション結果をメッシュごとに比

較すれば, どのメッシュが信頼できるかわかるだろう.  
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3.2 シミュレーション 

3.2.1 計算結果 構造分散のメジャー径・マイナー径依存 

 

 

Fig. 3.4: Comparison of the toroids which have 3μm minor radious. 

 

 

Fig. 3.5: Comparison of the toroids which have 3.5μm minor radious. 

 

 

Fig. 3.6: Comparison of the toroids which have 4μm minor radious. 

 

 Fig. 3.4、Fig. 3.5 および Fig. 3.6 ではメジャー半径の変化によって位相整合が取れる波長

が変化していることを表している。青線は位相不整合量、赤線はシリカの吸収を表してい

る。 
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Fig. 3.7: frequency of the clustered comb depending on size of silica toroid micro-resonators. 

 

 Fig. 3.4 ～ Fig. 3.7 の実験結果からメジャー径とマイナー径を変化させたときのシリカト

ロイド共振器の分散の変化について, 傾向をつかむことができた. まず, メジャー径が大

きいと正常分散に, マイナー径が大きいと異常分散になると言える. また異常分散中で光

クラスターコムが発生するが, 異常分散が強すぎても発生しない. マイナー径を変化させ

ると, 光クラスターコムが発生するメジャー径の範囲が, より小さいサイズにシフトする. 

また, マイナー径が小さくなると, メジャー半径の変化に敏感になる. よって、より短波
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にクラスターコムを発生させるにはマイナー半径を小さくする必要があるが、小さいマイ

ナー半径では誤差の影響が大きくなる。実際に研究室で作製するにあたってはマイナー半

径を 3.5 µm とすることは現実的でなく、4 µm とするのが良い。 

 

 

3.2.2 計算結果 ポンプ波長に依存する光クラスターコムの周波数 

 

 3.2.1 では共振器のサイズによるクラスターコムの変化を調べたが、次にここではポンプ

光によるクラスターコムの変化を調べる。同一の共振器でポンプ波長を変化させてシミュ

レーションした. 1FSR ずつ変化させた時にクラスターコムが発生する波長を計算した.  

 

 
Fig. 3.8: Frequency of the clustered comb depending on the pomp frequency.  

 

 上図は非常に見にくいかもしれないが, ポンプの周波数が異なる. 横軸は波長, 縦軸は

位相不整合量を表している. ポンプ波長は長波側から順に青、橙、黄、紫、緑、薄青と短

波に近づいている。結果として, ポンプ波長が短波に移動するほど, 短波側のクラスター

コムが発生する波長も短波となることが分かった.  
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第 4 章 

クラスターコムの実験 

4.1 実験セットアップ 

4.1.1 測定系 
 

 
Fig. 4.1: Setup for the experiment to observe non-liner optics. 

 

 ビームスプリッタを用いて 1/100 をパワーメータにつなぎ, 99/100 をさらに 50:50 のビー

ムスプリッタで分割し 2 つの OSA につないだ. 全ての装置を回路につないだあと, EDFAや

アッテネータを作動させない状態で全体の損失を測ると 1.5dB だった.  

 OSAは 2台用いて, 異なる範囲のスペクトルを観察した. おもに 1400 nm～2000 nmの長

波側を観察する OSA と, 1100 nm～1600 nm の短波側を観察するための OSA で使い分けた. 

ポンプ光が強いほど非線形光学効果が観察しやすいため, アッテネータは実験当初 5dB で

使用した. 一方でスペクトルを記録する際には, 不要な光カーコムや雑音の発生を抑える

ために, アッテネータの効果をなるべく抑えるために 1dB まで落とした. アッテネータや

偏波コントローラを操作した後は結合状態が変化するので, フィッティングを再調整する

必要がある.  

 波長可変レーザは自動で掃引するモードと手動で波長を操作するモードの 2 つがある. 

掃引モードでは掃引速度と掃引範囲を設定して作動させる. フィッティングを試行錯誤し

ながら, 光クラスターコムや紫外光の発生があるかどうかを効率よく観察することができ

る. 手動で波長を操作するモードは, 光クラスターコムや紫外光の安定した発生を観察す

る際に用いる. また, 安定させた状態で OSA でスペクトルのデータを取得した.  
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4.1.2 使用したシリカトロイド共振器 

 

 シミュレーション結果では紫外光発生に必要な構造を特定したが, その構造に適合する

共振器の作製が間に合わず, 別の共振器を用いて実験を行った.  

 使用したのはメジャー半径が 59 µm, マイナー半径が 4.5 µm と, シミュレーションより

もかなり大きいサイズのシリカトロイド共振器である. この共振器は高い Q 値を持ってい

たため採用した。 

 

4.2 実験結果 

4.2.1 THG 光の確認 

 

 実験を通して様々な可視光を確認することができた. 可視光は全て第三次高調波発生に

よってもたらされている. これほど多様な色の可視光が表れるのは, 光カーコムや光クラ

スターコム, ラマン散乱といった非線形光学効果によって広帯域なスペクトルが得られる

からだ. どの帯域の光が 3 次高調波の過程を経るかで, 出射光の色は異なる. ポンプ付近

の光の第 3 次高調波は緑色, ラマン散乱の第 3 次高調波は赤色, 短波側のカーコムやクラ

スターコムの第 3 次高調波は青色, とおおよそ言える.  

 

 

Fig. 4.2: Various visible light generation. 

 

フィッティングは電動ステージを最小 10 nm 単位で制御することができる. 最適なフィ

ッティングは, トロイド共振器に対してテーパファイバを真横から近づける場合と, 斜め

下から近づける場合があった. おそらくテーパファイバ中の光のモードが異なり, よりエ

バネッセント波の染み出しが大きくなるような位置がフィッティングに適しているものと
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考えられる.  

 

4.2.2 可視光の発生 

 

 今回の実験では目標としていた 350 nm～400 nm の波長の可視光は確認できなかった. し

かし先行研究では達成できなかった波長 1300 nm 未満のクラスターコムを観察することが

できた.  

 

 

Fig. 4.3: a. spectrum of kerr comb and cluster comb by 1543.8nm pomp light. b. visible light emission. 

 

 
Fig4.4: a. spectrum of Kerr comb and cluster comb by 1543.5nm pomp light. b. visible light emission. 
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Fig. 4.5: a. spectrum containing an interesting comb on very short wavelength. b. visible light 

emission. 

 

 さらに短波側でのモードを確認したが, その第 3 次高調波は確認できなかった. Fig. 4.5

では1136 nmにコムが発生しているが, この波長に対応する第3次高調波は観測できなかっ

た. その理由としては, まず対応する THG のモードが存在しなかったため位相整合がとれ

なかったということが考えられる. もう一つの理由としてコムが弱く, THG が起きなかっ

たか, 雑音に埋もれてしまって観測できなかったという可能性も考えられる.  

 

4.2.3 共振器の分散測定 

 

 
Fig. 4.6: a. total dispersion of the toroid (major radius 59µm , minor radius 4.5µm). b. phase match 

condition of the toroid (major radius 59µm , minor radius 4.5µm). 

 

 実験で用いたメジャー半径 59 µm, マイナー半径 4.5 µm の共振器の分散測定を行った結
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果が Fig. 4.6 である。 

第 5 章 

結論 

5.1 シミュレーション結果 

 

 シリカトロイド共振器の構造分散を計算し, 紫外光発生が期待できる構造を特定した. 

また, その計算過程で, マイナー半径が小さい共振器では, メジャー半径の変化に対して

分散値が敏感に反応することが分かった. 分散計算のノウハウを蓄積したことは, 今後の

シリカトロイドの研究を下支えするだろう.  

同じサイズの共振器で, ポンプ波長を変化させるとクラスターコムの波長も変化し, ポ

ンプ波長のシフトと同じ方向にシフトすることが分かった. この結果はチューナブルな可

視光発生に貢献するだろう.  

 また計算時に用いるメッシュによって 2 次分散の計算結果が大きく異なることを発見し

た. メッシュごとの計算結果と実験結果を比較すると, Fine のメッシュを用いることが妥

当であると判断したが, 今後の研究で裏付けをとる必要がある.  

 

 

5.2 実験結果 

 

 メジャー半径 59 µm, マイナー半径 4.5 µm のシリカトロイド共振器で, 1287nm という、

これまでにない短波でのクラスターコムを観測した. また, クラスターコムの波長が, ポ

ンプ波長に依存するというシミュレーション結果を調べた.  

 シミュレーションで特定した構造のシリカトロイド共振器を作成できなかったことは痛

恨であった. シリカトロイド共振器の作成過程では, エッチングとレーザリフローによっ

て 1 µm単位の変化が起きる. 中でもレーザリフローはメジャー半径とマイナー半径が同時

に変化する複雑な過程でありながら, レーザの出力を手動で操作するため細かいサイズ調

整は非常に難しい. 現状の作製過程では, 1 µm 単位でサイズ調整をする場合, 複数の共振

器を同時に作製し, 最も狙いのサイズと合致するものを選ぶ手法を取るべきである.  
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