
は じ め に

最近フォトニック結晶により，非常に小形で閉込めの
強い光共振器が実現されている（ ）（ ）．このような小形
で閉込めの強い（ 高 Q値の）光共振器中では，光非
線形効果に代表されるような光制御に関連する物理現象
が著しく増強されるため，従来困難であった光制御が低
消費エネルギーで実現できる可能性がある．また，フォ
トニック結晶をベースとしているため集積化に適してお
り，全光制御素子をチップ内に集積できる可能性も有し
ている．本稿では，まずフォトニック結晶によって実現
されている小形で高 Q値の共振器の研究の実例を紹介
し，その後，超小形高 Q共振器がどのような光制御技
術に応用されつつあるかを三つの分野について主に我々
の研究成果を中心に説明する．最初は共振器を用いた伝
搬速度制御技術として，小形共振器を用いた「スローラ
イト」への応用について議論する．続いて小形共振器を
用いた光非線形効果の増強を利用した光制御について述
べ，光スイッチ，光メモリ，光論理処理など「全光信号
処理」分野への応用可能性について触れる．最後の分野
は，「断熱的チューニング」と呼ばれる操作とそれにま
つわる物理現象を用いた新しい光制御の可能性について
触れる．この最後の話題は，他の二つの話題に比べると

少し異質であり，読者は戸惑われるかもしれないが，超
小形高 Q共振器によって従来の光学の分野に収まりき
らない分野が開けつつある一例として理解して頂ければ
幸いである．

フォトニック結晶超小形高Q 共振器の進展

電子を極小領域に閉じ込めることは，電位差やポテン
シャル障壁を用いれば比較的容易であるが，光を同じよ
うに狭い領域に閉じ込めようとすると様々な困難が現れ
る．例えば金属ミラーを用いるとすると，金属のプラズ
マ反射の反射率は高々 ％程度しかないために，共振
器を小形化すると単位時間当りの反射回数が増加して，
光は吸収されて消えてしまう．光ファイバにおけるよう
な屈折率差を持つ界面による全反射現象を用いると，原
理的に反射率は ％にできるが，共振器サイズを小形
化すると共振モードは波数空間で非局在化するために，
全反射条件が壊れてしまう．つまり，波長サイズの強い
閉込めを実現するためには，広い波数範囲で に限
りなく近い反射率を持つ閉込め原理が必要となる．フォ
トニックバンドギャップを持つフォトニック結晶は，ま
さにこの性質を持っており，これがフォトニック結晶が
超小形共振器の実現に有効である理由である．
ただし，現実はそれほど単純ではなく，主に活発に研
究されている二次元フォトニック結晶を用いた場合，バ
ンドギャップは二次元面内にしか存在しないため，面に
垂直方向の放射損を抑制する工夫が必要となる．しかし，
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この数年の間に様々な手法で垂直方向への放射損を抑制
するデザインが見つかり，その結果波長サイズで非常に
高い Q値を持つ光共振器が実際に実現されつつある．
ここでは，そのうちの二つの例を簡単に紹介する．
一つ目は，図 に示すような二次元フォトニック結晶
中の線欠陥（縦一列分の穴を除いた構造）をベースとし
た構造の共振器である．図のような線欠陥は幅を適当に
選ぶと，損失のない導波モードがギャップ内に形成され
る．この導波路の両端を終端することによりファブリペ
ロー共振器が構成できるが，単純に終端してしまうと終
端部でモードが乱れて，大きな面外散乱が生じてしまう．
我々は導波路を終端する代わりに，一部の空気穴の位置
をわずかに外側にシフトすることにより共振器を形成す
るデザインを採用している（ ）．線欠陥導波路はカットオ
フ周波数を持つため，穴シフトにより実効的に導波路の
幅を局所的に変調されると，カットオフ周波数がシフト
して閉込めが生じる．この場合，構造のわずかな変化で
閉込めポテンシャルを形成できるため，面外への散乱損
を非常に小さくすることができる． Finite Difference
Time Domain（FDTD）法による数値計算によって，図
（a）の右端の構造では理論 Q値は 億に達することが
分かっている．我々はこのデザインの共振器を Si フォ
トニック結晶中に作製した．入力導波路から出力導波路
への透過スペクトル測定の結果（図 （b））及び共振器
からの光出力の時間分解測定（図 （c））により，この
共振器が Q値として 万程度の値を持ち，約 ns の
光子寿命を持つことが確かめられている．同様に線欠陥
に構造変調を導入するタイプの共振器は他に幾つかの機
関でも研究が行われており（ ）（ ）， 万以上の Q値も

電子情報通信学会誌 Vol No

図 幅変調線欠陥形フォトニック結晶共振器

図 六重極点欠陥フォトニック結晶共振器

報告されている（ ）．
二つ目のデザインは，図 （a）のように一つの穴を除
いた単純な点欠陥形の共振器構造をベースにしている．
一般に三角格子フォトニック結晶の点欠陥共振器は双極



子形共振器モードを持つが，双極子モードは Q 値が
程度と高くない．そこで我々は点欠陥の周囲の

個の穴をわずかに外側にシフトすることにより，六重極
の対称性を持つモードをギャップ内に形成するデザイン
を採用した．一般的に対称性の良い多重極モードは，面
外への放射が抑制される性質があるが，この六重極モー
ドは三角格子結晶で最も対称性の良い多重極モードであ
るため， 万以上のかなり高い理論Q値を持つ（ ）．
この六重極モード共振器を図 の共振器と同様に Si

フォトニック結晶中に作製して，光透過スペクトル及び
時間分解測定によって共振器の Q値を評価した（図
（b），（c））．その結果，この点欠陥共振器は約 万の Q

値を持つことが確認された（ ）．
以上のように様々なタイプのデザインで数十万から百

万を超える高い Q値を持つ波長サイズの光共振器が実
現されつつある．このような超小形で高い性能を持つ共
振器はフォトニック結晶以外の技術ではこれまでのとこ
ろ実現されていない．そこで，以下では，このような超
小形共振器を用いた光制御への応用に関して触れる．

超小形共振器を用いたスローライト発生

超小形で高い Q 値を持つ共振器の一つの応用はス
ローライト発生である．光の伝搬速度を遅くすることに
より，相互作用の増強や，光情報処理のメモリ素子など
の応用が期待されているが，小形で高 Qの共振器はス
ローライト応用において幾つか非常に有利な点がある．
共振器によるパルスの最大遅延量は共振器の光子寿命と
大体同程度であり， Q値に比例して増大する．またパ
ルスの伝搬速度は伝搬距離を遅延量で割った量であるこ
とから，共振器サイズが小さいほど伝搬速度は遅くなる．
更に，一般にスローライト媒質では群速度分散を小さく
することが難しいが（ ），共振器を用いた場合には共鳴周
波数では群速度分散がゼロになるので，分散の設計が容
易，という利点もある．
以上のような背景を基に，我々は で紹介した幅変

調線欠陥形の超高 Q共振器を用いてパルスの遅延時間
測定の実験を行った（ ）（ ）．図 に超小形高 Q共振器を
用いたスローライトパルス伝搬の実験結果を示す．図の
ように共振器素子を通過することによって ns の遅
延が得られた．この遅延時間からパルスの通過速度を求
めると km s となり，真空中の光速に比べて約 万
分の に減速されている．この値は誘電体構造を用いた
スローライトとしては，これまでで最も遅い値である．
用いた共振器が小形でかつ高 Qであるという二つの点
がどちらも低群速度化に寄与している点が重要である．
現在，同様の共振器を多重連結する研究を進めている．

光非線形効果を用いた制御

全光スイッチ

共振器の共振波長を光非線形効果によってシフトし
て，信号光の透過強度を変調する原理の光スイッチは古
くから研究されているが，超小形の高 Q共振器を用い
ると次の二つの理由でその性能を著しく向上できる（ ）．
まず，単位入力パワー当りの共振器内光強度が （
は共振器のモード体積）に比例して大きくなるため，非
線形効果による屈折率シフトを小さな入力パワーで実現
できる．更に， Q値が高い共振器を用いた光スイッチ
では必要な共振波長シフト量が小さくてよいため，
に比例して必要パワーが低減できる．つまりトータルと
して に逆比例し動作パワーの低減が期待できる．
光スイッチなどの光情報処理素子に共通する問題は，光
の相互作用が弱いために処理に大きなエネルギーを必要
とする点にあることを考えると，この点は非常に重要で
あり，かつ魅力的である．
フォトニック結晶共振器を使った全光スイッチの構成
として，我々は図 （a）のような共振器が入力導波路と
出力導波路に結合した素子を研究している．この共振器
は二つの共振波長を持ち，各々を信号光と制御光に用い，
制御光により共振器内の屈折率を変化させ，信号光の共
振波長をシフトすることにより，信号光の透過強度を変
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図 高 Q フォトニック結晶ナノ共振器を用いたスローライトパ
ルス伝搬実験



調するという原理で動作する．我々は Si フォトニック
結晶を用いてこの構成を実現し，初めに制御光による
光子吸収（TPA）によって生じる熱光学効果による全
光スイッチを実現し（ ），その後同じく TPA によって生
じたキャリヤが引き起こす屈折率変化（キャリヤプラズ
マ効果）による全光スイッチ動作を実現した（ ）．図 （b）
にこのスイッチの動作特性を示す．制御光パルスのエネ
ルギーは，数百 fJ 程度であり，実際に共振器に結合し
てスイッチング動作に寄与したエネルギーは fJ程度
と見積もられた．この素子が非線形媒質としては有利で
はない Si を用いていることを考えると，この動作エネ
ルギーは非常に低く，用いた共振器の が大きいこ
とが効いている．
一般にキャリヤ非線形を用いた素子はキャリヤ寿命

（通常ナノ秒以上）で律速されるため低速と考えられて
いる．特にシリコンは間接遷移形半導体であるため再結
合によるキャリヤ寿命は非常に長くマイクロ秒程度であ
る．ところが我々のスイッチは ps 程度で動いている．
測定された時間応答データを用いて導出した実効的な
キャリヤ緩和時間は ps 程度となり，キャリヤ非線形
を用いているにもかかわらず高速な動作が実現してい
る．この原因は，共振器のサイズが小さいために，
TPA で生成されたキャリヤが高速に共振器外に拡散し

てしまうためである．我々は最近，数値的に拡散方程式
を解くことによりフォトニック結晶共振器においてキャ
リヤ拡散時間が非常に高速化していることを確認してい
る（ ）．小さな共振器サイズは低パワー化，高速化の両
方に寄与しているのである．

全光メモリ──光RAM の実現に向けて──

で紹介した全光スイッチは，屈折率を光非線形効
果で変化させて共振波長を動かすことで動作している
が，このような共振器素子は分散形の光双安定性を示す
ことが古くから知られている．我々の素子も明確な光双
安定性を示すことを確認した（ ）（ ）．図 に双安定動作
の一例を示す．この図では初めに非透過状態（オフ）に
あった素子がセットパルスを加えることによりオンにス
イッチし，その後もオン状態に保持されている動作を示
している．更にリセットパルスを加えることによりオフ
に戻す動作も実現している．オン状態とオフ状態をそれ
ぞれ“ ”と“ ”のビット情報に対応させると，光双安
定動作を利用して光ビットメモリが実現できる．このよ
うな分散形双安定を使った光ビットメモリは原理自体は
確認されていたが，集積化が困難で大きなパワーを必要
とした．本フォトニック結晶素子は， mW 以下のパワー
で動作しており，チップ内に多数個集積化できることか
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図 高 Q フォトニック結晶ナノ共振器を用いた全光スイッチン
グ実験

図 高 Q フォトニック結晶ナノ共振器を用いた全光メモリ動作
実験



論理処理が可能になる．図 （a）にその一例として，双
安定動作する共振器を 個連結した回路を示す．この回
路はフリップフロップとして動作し，ディジタル入力信
号にジッタが存在した場合に，クロックパルスに同期さ
せた信号を生成して送り出すリタイミング回路として動
作する．図 （b）はこの回路の FDTDによるシミュレー
ション結果で，期待どおりにリタイミング回路として働
く動作結果を示している（ ）．通常リタイミング機能は
電気回路によるフリップフロップによって行われている
が，それを全光処理で実現することが可能になる．これ
は一例であるが，双安定素子を連結することにより多様
な論理回路が構成可能であることから， で紹介した
双安定素子の集積技術が立ち上がれば従来光技術では不
可能だった複雑な論理処理が可能になる．光による論理
処理に関しては光コンピュータを目指した研究も含め長
い研究の歴史があるが，動作パワーが大きいことと集積
化が難しいことが大きな問題となっていた．集積化可能
なナノ共振器をベースとしたシステムはそのような従来
技術の問題点を解決する可能性がある．もちろん，進歩
の著しい CMOS ベースの電気回路プロセッサを光でそ
のまま置き換えるのは容易ではないが，高速な情報処理
の一部の論理回路機能を光で置き換える可能性は十分あ
り得るのではないか，と考えている．

断熱チューニング過程を用いた制御

断熱チューニング過程

これまではナノ共振器を従来から光技術の応用が考え
られていたシステムに適用する，という話であったが，
では従来の光技術とは少し毛色の異なる方向への応

用展開について紹介する．
超小形で Q値の高い共振器が実現すると，光を長い
時間，狭い領域に滞在させることが可能となる．すると
この長い滞在時間の時間内（光子寿命内）にその共振器
の何らかのパラメータをチューニングすることが可能と
なる．このような光子寿命内のチューニングは共振器の
動的チューニングあるいは断熱チューニングと呼ばれて
いる．通常の光学素子や光学システムでは光の滞在時間
が短すぎるか，またはサイズが大きすぎるため，滞在時
間内に系をチューニングするのは困難であった．特に後
述するように系の断熱条件を保ってチューニングするの
はほとんど不可能であった．このようなチューニングが
可能となると，従来の光技術の常識に反する様々な興味
深い制御が可能となることが最近指摘されている．

断熱的波長変換

本節では図 （a）に示すような非常に単純な状況を考
えてみる（ ）．フォトニック結晶による波長サイズの高
Q共振器の中に光パルスが保持されている状況を想定す
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ら，我々は将来の光 RAM（Random Access Memory）と
しての応用の可能性を検討している．光ルータ等の内部
で光電変換を経ずに高速にフレキシブルな光情報処理を
行いたい場合に光 RAMの必要性が議論されているが，
本素子はそのような応用において他の光メモリに比べ
て，消費パワー，集積化可能性などに関して優位性を持っ
ていると考えている．ただフォトニック結晶を用いたと
しても現在の電気メモリと同程度の超大容量化は容易で
はないと思われるので，光メモリに適した比較的小規模
な光メモリを用いた情報処理プロトコルも併せて検討を
行っている．
図 の結果は材料として Si を用いていたが，最近母

体材料を Si よりも非線形性の大きな InGaAsP に変更し
た素子によるビットメモリ動作にも成功している（ ）．
この素子では Si に比べて一けた程度動作パワーが低減
しており，また熱発生によって ns 程度に制限されてい
たメモリ持続時間を ns 程度に長くできている．

全光論理処理へ

以上紹介したようにフォトニック結晶共振器を用いる
ことにより，低パワーで動作し，チップ上で集積化が可
能な超小形の光双安定素子が実現する．このような小形
光双安定素子を多数連結することができると，光による

図 二つのフォトニック結晶ナノ共振器を用いたフリップフ
ロップによるリタイミング動作（シミュレーション）
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図 高Q フォトニック結晶ナノ共振器を用いた断熱的波長変換

る．ここで共振器の光子寿命より短い時間スケールで，
何らかの方法で共振器の共振波長を変化させる．方法は
何でもよいが，ここではとりあえず屈折率を変化させる
ことにする．このときに変化前と変化後の共振器内の光
パルスの波長スペクトルを FDTD による数値シミュ
レーションで求めてみると，図 （b）（c）のように波長
変換が生じている．この過程は，通常の光非線材料中の
高次分極を用いた波長変換（いわゆる （ ），（ ）などの過
程）とは本質的に異なる．後者は多光子過程であり，波長
の変化分は光子数の増減によって（光子の融合，分裂に
より）生じている．一方，ここでの波長変換では光子数
は不変で，各光子のエネルギーが直接変化している．また，
自己位相変調のような時間依存する屈折率による波長変
化では，波長変化の大きさは屈折率変化の速度によって
決まるが，図 の過程では波長変化量は変化後の終状態
だけで決まっていて，変化の速度を変えても結果は全く
同じである．
この波長変換過程は，実は図 （d）に書いたギターに

おけるチューニングと非常に似た物理過程である．ギ
ターの弦をつま弾いて音を鳴らして，音が減衰する前に
ペッグを回せば音程を高くしたり低くしたりできる．こ
れと同じことを光学の世界で実現したのが図 （b），（c）
の結果なのである．物理的にはこの現象は古典的振動の
断熱的パラメータチューニングに相当しており，チュー
ニングが断熱的に行われていれば，振動の周波数は
チューニングした状態に追随して変化する．この過程の
特徴は，振動のエネルギーを周波数で割った量（作用積
分と呼ばれる）が保存する，という点である．図 （b），
（c）の過程においてこの量を数値計算で求めてみると，
確かに保存していることが確認され（図 （e）），この波
長変換が断熱的波長変換であることが確かめられた．
ちょっと話がずれるが，先ほど触れた光子数が保存する
ことは，作用積分が保存することから自動的に導かれる．
エネルギーを角周波数で割った量とは，（光子数）×（プ
ランク定数）に相当するからである．ただしこれはこの
現象が量子現象であることは意味しない．元来プランク
定数や光子の概念が断熱不変量である作用積分から定義
されているにすぎない．
この断熱的波長変換は，通常の波長変換とは異なった
特徴を幾つも持つ．共振波長を動的に変化できればよい
ので材料を選ばない．非線形過程ではないので強度依存
性がなく単一光子に対しても同じように起こる．変換効
率は原理的には常に ％となる，といった点である．
この現象に関しては我々が最初に理論を発表したが，そ
の後コーネル大学が pump probe 法による実験を行
い（ ），波長の変化を確認した．我々は最近この現象を
時間分解スペクトル測定法で観測し，確かに共振波長に
追随して光の波長が変化している模様を直接確認してい
る（ ）．



断熱的波長変換を用いた光マイクロマシン

の断熱的波長変換の一つの変わった応用に，光マ
イクロマシンへの応用がある．光マイクロマシンとして
ここでは光のふく射圧によって駆動されるマイクロマシ
ンを考えているが，ふく射圧と波長変換という一見関連
のなさそうな現象が，断熱的波長変換では深く関連し，
結果として小形で高 Qの共振器を用いると，光力学的
効果が著しく増強される．
図 （a）のような 枚のスラブで構成されるフォト
ニック結晶共振器を考える（ ）．これは図 （a）の共振器
を中央でスライスして 枚に分けたものである．この共
振器内に光パルスを導入すると，この光パルスはスラブ
を両側に押し出すふく射圧を発生し，スラブの運動エネ
ルギーに変換される．この力によってどれだけのエネル
ギーが光の電磁エネルギーからスラブの運動エネルギー
に変換されるかを計算すると，図の構成の共振器で最大
％の変換が可能であることが数値計算から導かれた

（図 （b））．通常，光のエネルギーを物体の運動エネル
ギーに変換する際の変換効率は極めて低い．これは光が
質量を持たないことに関係している（注 ）．実際， ％と

いう変換効率は通常の光マイクロマシンの効率より
けたも高い値である．このような高い変換効率は，例え
ば SF 小説に登場する相対論的速度で飛行する光子ロ
ケットでやっと実現する値である（注 ）．今の場合，スラ
ブの運動速度は非常に遅く，非相対論的領域にある．
このエネルギー変換は，実は断熱的波長変換と直接関
係している．この共振器ではスラブ間の距離を変えると
共振波長を変化させることができるが，共振器に光パル
スを保持している状態でスラブ間の距離を図 （c）に示
すように変えると，前述の断熱的波長変換の原理で波長
を変換することができる．実際に数値計算の結果， ％
以上の波長変換が起きることが確認された（図 （d））．
先ほどの光パルスからスラブの運動エネルギーへのエネ
ルギー変換は，実際には共振器内の光の波長が変換し，
変換した際の余剰のエネルギーが運動エネルギーとなっ
て物体に与えられているのである．つまり，高効率な
Optomechanical な波長変換器が実現すれば，高効率な光
マイクロマシンになることを意味しているのである．

進化する先端フォトニックデバイス特集 フォトニック結晶による全光制御の進展

図 二層構造の高Q フォトニック結晶ナノ共振器を用いた光マイクロマシン

（注 ） 静止しているボールに他のボールを衝突させるとき，二つのボー
ルの重さが等しい場合には，当てたボールは静止し，静止していたボー
ルが動き始める．つまり ％のエネルギー変換が起こるのは質量が等
しいときである．

（注 ）物体の運動速度が光速に近づくと，変換効率は飛躍的に大きくな
る．これが光子ロケットの駆動原理である．
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ま と め

本稿で特に強調したかったことは，「超小形で高 Qの
光共振器が実現されると様々な光にまつわる相互作用が
増強される」という点である．従来，光技術の最大の弱
点は「相互作用が弱い」ということであった．本稿の初
めに紹介したようにフォトニック結晶によって従来技術
では困難であった波長サイズで高い Q値を持つ共振器
が実現されつつあるが，このような微小共振器技術は
様々なレベルで光の相互作用を増強する可能性を持ち，
新しい光学領域を実現可能にしつつあると考えられる．
その意味で光の閉込めは古くから研究されてきた非常に
基本的な光学設計の問題であるが，依然として重要な課
題であることが分かる．最近我々は従来の予想に反して
周期性を持たない誘電体のアモルファス構造（つまり
フォトニック結晶ではない構造）が大きな三次元フォト
ニックバンドギャップを持つことを発見したが（ ），光
閉込めの問題はまだまだ我々が分かっていないことが多
い未開拓領域が残された分野であるように思われる．
なお本研究成果の一部は，独立行政法人情報通信研究

機構（NICT）の委託研究として行われた．
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