
シリコンフォトニクスへの

フォトニック結晶技術の展開

本特集の他の記事にあるように，シ

リコンフォトニクス技術は，従来技術

（石英，樹脂）に比べはるかに高い屈

折率（シリコンで3.4，窒化シリコン

で2.5）の材料を使うことにより，光

部品・回路を大幅にコンパクトにでき

ます．小型化は一般に光回路の集積度

や低コスト性，省エネルギー性を高め

ることにも有利です．特に最近使われ

るようになったシリコン細線と呼ばれ

る幅が0.5 μｍ以下の極めて細い導波

路は，単なる光配線としてはもっともコ

ンパクトなものの１つであるといえます．

さて，ここで紹介するフォトニック

結晶がシリコン細線を含む従来技術の

導波路と異なるところは，周期構造が

導入する光のバンド構造により光の伝

搬が決まることです．結晶構造を反映

したバンド構造は通常の媒質と全く異

なる分散を与えます．対応するバンド

が存在しない波長（バンドギャップ）

において結晶は光の侵入を阻むので，

光を閉じ込める壁の役割を果たしま

す．フォトニック結晶中にコンパクト

な導波路を実現できますが，サイズだ

けならばシリコン細線とそれほど変わ

りません．ところがフォトニック結晶

では結晶の与える分散により，パルス

信号の伝搬する速度である群速度を真

空中の光速度cの10分の１以下まで遅

くできるというシリコン細線にない特

徴があります．この優位性は光を一定

時間捕獲する光共振器においてより明

確になります．シリコン導波路では閉

じた輪（リング）にすることで共振器

を実現しますが，性能を犠牲にしない

ためには直径を10 μｍ以上にする必要

があります．一方フォトニック結晶に

よる共振器では光を１点に捕獲してお

くことが可能です．フォトニック結晶

共振器では光を１ナノ秒（１秒の10

億分の１）以上捕獲することが可能で

す．これはシリコン導波路共振器では

まだ達成できない性能です．本稿では

フォトニック結晶共振器による群速度

の遅い（スローライト）導波路の実現

について紹介します．

フォトニック結晶における

光遅延線の実現手法

フォトニック結晶中の導波路は特異

な分散を有します．縦軸に周波数，横

軸に波数をとったグラフにおいて導波

モードが水平に近い部分では，傾きに

対応する群速度が遅くなります．NTT

は一列抜き線欠陥（W１）において導

波モードの傾きが特に小さくなること

に着目し，極めて低い群速度を他に先

駆けて実証し，スローライトの研究に

大きなインパクトを与えました(1)．W

１導波路では群速度分散が非常に大

きいことが問題でしたが，その後結晶

構造の変調により分散を抑制した導波

路が報告されています．ただし，群速

度の下限が c/30程度であることと，

損失が大きい（数dB/mm以上）こと

が課題です．

群速度がc/30よりも遅く，かつ損

失がより小さい導波路を実現する手法

として注目されているのが多数の均一

な共振器の組み合わせです．まずは単

一の共振器による光遅延伝搬を考えま

す．共振器を含む一定の長さの区間を

光が通過する際，共振器に一定時間

光を捕獲すると，（区間の長さ）/

（２×捕獲時間）程度の速さで光が伝

搬したことと等価になります．この手

法によりNTTは捕獲時間およそ１ナノ

秒（Q値120万）のフォトニック結晶

共振器を用いて固体中での光伝搬と

してはもっとも遅いおよそc/50 000ま

で光を減速しました(2)．ただし，単一

のQ値の高い共振器を用いる限り，

Gbit/sクラスの高速光信号に対応で
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シリコンフォトニック結晶共振器による
超小型光遅延線の実現

NTT物性科学基礎研究所は，光の波長の数分の１の周期で空気穴をシリコ
ン薄膜中に格子状に並べたフォトニック結晶において，１点に光を１ナノ秒
以上捕獲することを可能にしました．さらに，この光を捕獲する光共振器を
多数配列化し互いに結合することで，光信号を真空中の100分の１以下の速
度で伝搬させることに成功しました．
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きる帯域を確保できず，また入力信号

のほとんどは反射損失になります．外

部入出力（導波路を介し行う）と共

振器との結合を高めることにより帯域

を広げ反射損を減らすことができます

が，Q値（捕獲時間）が大幅に減少

するため遅延時間も小さくなります．

必要な遅延時間を確保する方法の

１つは，共振器を独立に多段に接続す

ることです．これはAPF（All Pass

Filter）と呼ばれます．もう１つの手

法は，多数の共振器のすべてを互いに

結合させ，結合伝搬モードを出現させ

る手法です．これはCROW（Cou-

pled Resonator Optical Wave-

guide）と呼ばれます(3)．これらの手

法はフォトニック結晶に限らずあらゆ

る共振器に共通の原理に基づいている

ので，シリコン細線においても大規模

なものがつくられています(4)．CROW

はその伝搬特性が単一の共振器ではな

く共振器どうしの結合により決まるの

に対し，APFでは各共振器と導波路

との結合で決まります．フォトニック

結晶では前者の制御のほうが後者より

もずっと容易であり，かつCROWのほ

うがAPFよりも共振器間隔すなわち素

子サイズを小さくできるので，CROW

が適しています．また，CROWでは単

一の共振器の線幅よりも広い帯域を確

保できます．シリコン導波路共振器に

対し，フォトニック結晶によるCROW

は約１桁高い共振器Q値とリング直径

の制約がないことにより，同性能なら

よりコンパクトで低損失な光遅延線を

実現し，さらに群速度を低くできます．

フォトニック結晶による

CROWの作製とその特性

作製したフォトニック結晶CROWの

電子顕微鏡像を図１に示します．基板

としてシリコン細線と同じく厚い酸化

膜層を持つSOI（Silicon On Insula-

tor）を使います．フォトニック結晶は

厚さ210 nmのシリコン層に周期420

nm（格子定数：a）の三角格子で直

径105 nm程度の空気穴をパタニング

したものです．CROWのベースとなる

共振器は，図１中の結晶構造図にお

いて色を付けた穴を外側にわずかにシ

フトする（A，B＝8，4 nm）ことに

より局所的に導波路の幅を変え，モー

ドギャップにより光を閉じ込めるよう

にしたもので計算上は，1 300万のQ値

があります．実際のQ値は nmオー

ダーの加工揺らぎにより大きく損なわ

れますが，NTTの高精度電子線リソ

グラフィ技術が揺らぎを抑制すること

により130万以上のQ値が得られます．

より高い計算Q値を持つ別構造の共振

器ではQ値180万，捕獲時間1.5ナノ

秒を達成しています（図２）(5)．

CROWは図１のように共振器を5～15

結晶周期の等間隔（ここではL）に配

列することで得られます．

図３に示すスペクトルはL＝7 aの

CROWにて共振器数Nが15および60

のときの透過特性です．設計上外部導

波路との結合が小さいため，離散的な

結合共鳴モードが出現します．CROW

の伝搬モード分散はもっとも単純なモ

デルでは正弦関数になりますが，実験

で得られた結合共鳴モード（図３（b））

は正弦関数によく合致しています．60

個もの共振器でこのような明瞭な結合

特性が得られたのは初めてで，フォト

ニック結晶共振器のQ値・均一性・結

合制御性がすべて高いことにより初め

図１　フォトニック結晶CROW

総合共振器（CROW）の概念図 

フォトニック結晶CROWの構造例（共振器数３，共振器間隔６a） 

フォトニック結晶CROWの電子顕微鏡写真 
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て成し得たものです．この研究では最

高400個までの共振器の結合に成功し

ています(6)．また，Lを5 aから大きく

していくことで，モード分散が対応す

る群速度をc/50から始まり連続的に

c/1 000に迫るまで遅くできることが

示されました（図３（c））(7)．

光通信への応用を考えると図３（a）

のような透過特性は好ましくありませ

ん．時間的に短いパルス信号のスペク

トル広がりに対応できる広く連続的で

フラットな透過特性が必要です．幸い

CROWでは入出力導波路との結合を

最大限に高めるだけでそれが実現しま

す．導波路とCROWの間隔を最小に

し，さらに端の近くで共振器の間隔を

小さくすることにより，図４（a）の左

側のような連続的でフラットに近い透

過スペクトル特性が実現しました(7)．

このCROWに短いパルス信号を伝搬さ

せた後の波形を図４（a）の右側に示し

ました．このCROWは30個の共振

器からなり85 μｍの長さがあります．

CROW内を伝搬した光パルス（赤）

は群速度c/130に対応し，同じ長さ

の導波路を伝搬した基準パルス（緑）

に対し35ピコ秒（ピコ秒はナノ秒の

1 000分の１）遅延します．分散が正

弦関数的であることからCROWの群速

度分散は原理的に小さいですが，加え

てCROWの透過帯域が広くフラットに

近いため，伝搬後のパルスの歪みは目

立ちません．c/100を下回る低群速度

にもかかわらず，CROWの損失は後述

するリップル（うねり，落ち込み）を

無視すればほぼ０です．低損失なのは

各共振器のQ値が100万を超えている

ことにつきます．

この低損失性により，今回は300

個の共振器からなる長さ760 μｍの

CROWにおいて，パルス伝搬を観測す

ることができました（図4（b））(6)．こ
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図２　単一共振器の電子顕微鏡写真と特性 
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（Q値180万） 

（b）　捕獲した光の時間分解減衰特性 

（a）　共振器の電子顕微鏡写真（黄色で示す部分が共振器に対応） 
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のCROW中ではc/66の群速度で伝搬

するので，相対遅延量は154ピコ秒

（CROWの絶対遅延量はおよそ170ピ

コ秒）の遅延が得られました．この

CROWは帯域が広いため，入力パル

ス幅を12ピコ秒まで短くできました．

パルス幅を１ビットと考えると，遅延

量は13ビットを超えています．このよ

うにCROWを長くすることで大きな遅

延が得られますが，群速度を遅くして

より短いCROWで必要な遅延を得る

ことも重要です．図４（c）は今回もっ

とも低い群速度（c/170）でのパルス

伝搬の観測結果です．実時間のパルス

伝搬としてはあらゆる共振器からなる

CROWの中でもっとも遅い伝搬です．

現状でCROWの性能を制限してい

るのは加工揺らぎによりCROWを構成

する共振器が不ぞろいになっているこ

とです．過剰損失や波形歪みの原因と

なる透過スペクトルのリップル，局在

によるCROWモードの分裂など，すべ

て共振器間の揺らぎに起因しています．

図４から読み取れるようにCROWを

長く，あるいは群速度を遅くするほど

強い制約を受けます．今後共振器の均

一性を飛躍的に高められればこれらの

制限はほぼなくなります．理論的には

群速度をc/1 000にすることも可能

です．

今後の展開

フォトニック結晶によるCROWは光

の遅延線やバッファメモリへの応用が

強く期待されます．ほかに，シリコン

フォトニクスにおいてフォトニック結晶

は超小型共振器を用いて超低パワーで

動作する光スイッチや光メモリとして

期待されています．シリコン細線など

他のシリコンフォトニクス技術との集

積・融合は比較的容易です．爆発的

な発展が予想されているシリコンフォ

トニクスの中で，フォトニック結晶は

超小型，低動作パワー，共振器やス

ローライトによる光と物質との相互作

用の増強といった得意分野において

その一翼を担っていくものと考えられ

ます．
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図４　スペクトルをフラット化したCROWにおけるパルス伝搬 

（a）　L＝7a，N＝30，長さ85 μm

（b）　L＝6a，N＝300，長さ760 μm

（c）　L＝10a，N＝30，長さ122 μm

透
過
光 

光
強
度 

1 544 1 545
波　長 時　間 

0

0

1
（dB） 

－20

－40

1 546 1 547 4003002001000－100 （ps） （nm） 

（nm） 

透
過
光 

光
強
度 

72 ps

1 557
波　長 時　間 

0

0

1
（dB） 

－20

－40
1 558 1 559 4003002001000－100 （ps） 

透
過
光 

光
強
度 


