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(54)【発明の名称】共振モード格子フィルター
(57)【要約】
【課題】

入射光が格子面に対して斜めから入射する場

合に偏光依存性を改善することができる共振モード格子
フィルターを提供する。
【解決手段】

入射光の入射面に対して対称な２つの等

価な共振光の波数ベクトルを格子面内に生じさせるよう
に、二次元に配列された格子構造を有する格子層１を備
える。
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【特許請求の範囲】

同じWangとMagnussonが透過フィルターの提案を行って

【請求項１】

いる（R.Magnusson and S.S.Wang,

格子面内に２つの等価な共振光の波数ベ

Transmission band

クトルを生じさせるように、二次元に配列された格子構

pass guided‑mode resonance filters

造を有する格子層を備え、

4,35,8106‑8109(1995)）。さらに、１９９６年には、Mo

前記２つの共振光の波数ベクトルは、入射光の入射面に

rrisが初めて格子構造を二次元にし、垂直入射での偏光

対して対称であることを特徴とする共振モード格子フィ

依存性をなくした反射フィルターの数値計算と波長７８

ルター。

０ｎｍの赤外光による実験を行っている（S.Peng and

【請求項２】

前記格子層の格子構造は、凹部又は凸部

を格子状に複数配列することにより形成され、前記凹部
又は凸部は、鏡面対称且つ回転対称な形状を有し、前記

10

,Appl. Opt. 3

G.M.Morris,

Resonant Scattering from two‑dimensio

nal gratings

,J. Opt. Soc. Am. A 13,5,993‑1005(19

96),

Experimental demonstration of resonant anoma

凹部又は凸部の二等分線上に前記入射光の入射面が位置

lies in diffraction from two dimensional grating

することを特徴とする請求項１に記載の共振モード格子

s ,Optics Lett. 21,8,549‑551(1996)）。

フィルター。

【０００４】

【請求項３】

前記凹部又は凸部の形状は、ひし形であ

【発明が解決しようとする課題】上記の共振モード格子

ることを特徴とする請求項２に記載の共振モード格子フ

フィルターの用途として、分光における狭帯域フィルタ

ィルター。

ー等があり、この場合、偏光特性を持たないフィルター

【請求項４】

前記格子層の格子構造は、凹部又は凸部

や、入射角が垂直以外のものが求められる。しかしなが

を市松模様状に複数配列することにより形成され、前記

ら、上記の従来の一次元構造の共振モード格子フィルタ

凹部又は凸部は、鏡面対称且つ回転対称な形状を有し、

ーは、その反射特性が本質的に偏光に依存するため、上

前記凹部又は凸部の二等分線上に前記入射光の入射面が

20

記の用途に用いることができなかった。また、上記の従

位置することを特徴とする請求項１に記載の共振モード

来の二次元構造の共振モード格子フィルターは、入射光

格子フィルター。

が格子面に垂直に入射するものであり、入射光が格子面

【発明の詳細な説明】

に対して斜めから入射する場合に、偏光依存性をなくす

【０００１】

ことができず、共振モード格子フィルターの用途が制限

【発明の属する技術分野】本発明は、共振モード格子フ

されていた。

ィルターに関し、特に、偏光依存性を改善した二次元格

【０００５】本発明の目的は、入射光が格子面に対して

子の共振モード格子フィルターに関するものである。

斜めから入射する場合に偏光依存性を改善することがで

【０００２】

きる共振モード格子フィルターを提供することにある。

【従来の技術】近年のめざましい加工技術の発展によ

【０００６】

り、光の波長と同程度又はそれ以下の微細加工が可能に

30

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達

なり、光の波長と同程度の周期を持つ回折格子を作成す

成するため、格子面内に２つの等価な共振光の波数ベク

ることが可能になっている。該回折格子では、格子ピッ

トルを生じさせるように、二次元に配列された格子構造

チがある共振条件を満たすと共振現象が発生し、強い反

を有する格子層を備え、前記２つの共振光の波数ベクト

射が起こる。これは、回折格子におけるアノマリーの現

ルは、入射光の入射面に対して対称であることを特徴と

象の一つであるが、この現象を利用することにより、共

する共振モード格子フィルターを提供するものである。

振モード格子フィルターと呼ばれる非常に帯域の狭い反

【０００７】また、前記格子層の格子構造は、凹部又は

射型の波長フィルターを作成することができる。

凸部を格子状に複数配列することにより形成され、前記

【０００３】共振モード格子フィルターについての研究

凹部又は凸部は、鏡面対称且つ回転対称な形状を有し、

は、近年途についたばかりであり、１９８５年にMashev
とPopovが初めて、共振モードを用いた反射フィルター

前記凹部又は凸部の二等分線上に前記入射光の入射面が
40

位置することが好ましい。また、前記凹部又は凸部の形

を提案し、波長６３３ｎｍの可視光による実験を行って

状は、ひし形であることが好ましい。

いる（L.Mashev and E.Popov,

Zero order anomaly of

【０００８】また、前記格子層の格子構造は、凹部又は

dielectric coated gratings

,Optics Comm. 55,6,37

凸部を市松模様状に複数配列することにより形成され、

7‑380(1985)）。その後、しばらく年をあけて、１９９

前記凹部又は凸部は、鏡面対称且つ回転対称な形状を有

４年にWangとMagnussonが反射防止膜の理論を用いて、

し、前記凹部又は凸部の二等分線上に前記入射光の入射

共振波長以外の波長での反射率を０％近くに抑えた反射

面が位置することが好ましい。

フィルターの数値計算を行っている（S.S.Wang and R.M

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態の共

agnusson,

振モード格子フィルターについて図面を参照しながら説

Design of waveguide‑grating filters wit

h symmetrical line shapes and low sidebands

,Opti

cs Lett. 19,919‑921(1994)）。また、１９９５年には

明する。図１は、本発明の第一の実施の形態の共振モー
50

ド格子フィルターの構成を示す斜視図であり、図２は、

( 3 )
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図１に示す共振モード格子フィルターと入射光との関係

き、ｐ偏光入射及びｓ偏光入射の共振波長を一致させる

を説明するための説明図であり、図３は、図１に示す共

とともに、共振波長の半値幅を一致させることができ

振モード格子フィルターにより偏光依存性を解消する原

る。この結果、入射光が格子面に対して斜めから入射す

理を説明するための説明図であり、図４は、図１に示す

る場合に偏光依存性をなくすことができる。また、本実

共振モード格子フィルターの反射光の波長と反射率との

施の形態では、入射光の入射角度を調整することによ

関係を示すグラフである。

り、フィルターに製造誤差があった場合、所望の波長で

【０００９】図１に示すように、本実施の形態の共振モ

共振を得ることができ、また、中心波長を移動させるこ

ード格子フィルターは、格子層１、導波層２、及び基板

ともできる。

３を備える。基板３の上には、導波層２が形成され、導
波層２の上には、格子層１が形成される。格子層１に

【００１２】次に、具体例として、格子層１と直交する
10

方向に対して１０°傾けた波長λ（例えば６８８ｎｍ）

は、格子状に所定ピッチで複数の矩形の凹部４が形成さ

の入射光を用いる場合についてさらに詳細に説明する。

れ、凹部４、例えば空気と、凹部４以外の部分の低屈折

共振モード格子フィルターは、基板３として石英（屈折

率の媒質とから格子層１が構成され、高屈折率の導波層

率１．４６７）、導波層２として厚さ２３０ｎｍのＳｉ

２が導波路となる。なお、格子層１は、凹部４の代わり

3

に複数の凸部からなる格子層を用いてもよく、凹部部分

ｍの電子線レジスト（屈折率１．５５９）を用い、格子

に屈折率の異なる他の媒質を充填してもよい。また、導

層１に、格子ピッチΛが６０４ｎｍでデューティー比ｆ

波層２は、共振波長以外の反射率を低くするために設け

が０．８（正方形の一辺の長さが約４８３ｎｍ）の凹部

たものであり、省略することも可能である。格子層１に

４を形成する。この場合、図４に示すように（図４中の

形成される凹部又は凸部の形状は、格子面内に２つの等

横軸の波長は入射光の波長λに対して正規化した値を表

価な共振波数ベクトルを生じさせるために、鏡面対称且

20

Ｎ4 膜（屈折率２．１）、格子層１として厚さ１７６ｎ

す）、ｐ偏光入射とｓ偏光入射とで共振波長のピークが

つ回転対称な形状を有し、正方形であることが好ましい

一致するとともに、半値幅も、ｐ偏光入射が０．５×１

が、円形、楕円形、瓢箪形等の他の形状であってもよ

０ λ（ｍ）、ｓ偏光入射が０．５×１０

く、格子層１に形成される格子の数も、特に限定される

一致している。

ものでなく、該フィルターに必要とされる性能等に応じ

【００１３】なお、上記の共振モード格子フィルター

て適時決定される。なお、本明細書において、回転対称

は、例えば、以下のようにして作成することができ、以

な形状とは、該形状を１８０度回転させたときに元の形

下の各実施の形態も同様である。まず、ＬＰ−ＣＶＤ

状に重なる形状をいう。

（Low Pressure‑Chemical Vapor Deposition）を用いて

【００１０】図２に示すように、格子層１と直交する方

石英基板上にＳｉ3 Ｎ4 膜を成膜し、その上にポジ型の電

向に対して角度θだけ傾けて入射される入射光Ｉの入射

子線レジスト（日本ゼノン株式会社製Zep520‑12とレジ

面Ｐは、以下に説明する２つの共振光の波数ベクトルが

‑ 3

30

‑ 3

λ（ｍ）と

スト用シンナーとを重量比１：０．５の比で混合した混

入射光の入射面に対して対称になるように、方位角４５

合液）を塗布する。次に、電子ビーム描画装置（日本電

°（入射面が格子の正方形の一辺となす角度）になるよ

子株式会社製JBX‑5000SI）を用い、該レジストに格子パ

うに設定される。このとき、入射光Ｉは、格子層１によ

ターンを描画面積約３ｍｍ×３ｍｍ、露光量７５（μＣ

り共振を起こし、特定波長の反射光Ｒが反射される。以

／ｃｍ ）、ビーム電流７０（ｐＡ）、描画時間約１５

下の説明では、入射光がＴＥモード（層に対し電場が平

時間で描画する。最後に現像を行い、格子パターンを作

行に振動しながら進むモード）で伝搬する場合について

成する。

説明するが、ＴＭモード（層に対し磁場が平行に振動し

【００１４】次に、本発明の第二の実施の形態の共振モ

ながら進むモード）で伝搬する場合にも本発明を同様に

ード格子フィルターについて説明する。図５は、本発明

2

適用することができる。
【００１１】上記の場合、図３に示すように、ｐ偏光入

の第二の実施の形態の共振モード格子フィルターの構成
40

を示す斜視図であり、図６は、図５に示す共振モード格

射の光は、右上及び右下にそれぞれＴＥモードで伝播

子フィルターにより偏光依存性を解消する原理を説明す

し、ｓ偏光入射の光も、同じ方向にＴＥモードで伝播す

るための説明図であり、図７は、図５に示す共振モード

る。本実施の形態では、ｐ偏光入射で伝播する伝播定数

格子フィルターの反射光の波長と反射率との関係を示す

をｐ−βとし、ｓ偏光入射で伝播する伝播定数をｓ−β

グラフである。図５に示す共振モード格子フィルター

とし、入射光の波数ベクトルの接線成分をｋとし、二つ

は、正方形の凹部４をひし形の凹部４ａに変更するとと

の共振光の波数ベクトルである格子ベクトルをＫとする

もにその格子ピッチを変更した点を除き、その他の点は

と、ｋとＫのベクトルの和が、ｐ−β及びｓ−βに等し

図１に示す共振モード格子フィルターと同様であるの

くなるように格子ピッチΛ（＝２π／Ｋ）が設定されて

で、以下異なる点のみについて詳細に説明する。

いる。従って、入射光の入射面に対して対称な２つの等

【００１５】図１に示す共振モード格子フィルターは、

価な共振波数ベクトルを格子面内を生じさせることがで

50

入射光の角度θが大きくなると、入射光の波数ベクトル

( 4 )
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6

の接線成分ｋが大きくなり、二つの伝播定数ｐ−β（又

ている。この場合も、図９に示すように、入射光の波数

はｓ−β）の関係が直交関係から離れていく。この結

ベクトルの接線成分ｋと格子ベクトルＫとの和である二

果、デューティー比ｆが大きくなり、凹部間の線幅が狭

つの伝播定数ｐ−β（又はｓ−β）が直交関係になり、

くなって製造が困難になる場合がある。本実施の形態の

凸部４ｂ間の線幅を広くすることができる。

共振モード格子フィルターは、この点を改善するもので

【００２１】具体例として、格子層１ｂと直交する方向

ある。

に対して４５°傾けた波長λ（例えば６８８ｎｍ）の入

【００１６】図５に示すように、格子層１ａには、格子

射光を用いる場合、ｙ方向の格子ピッチΛｙが８７０ｎ

状に所定ピッチで複数のひし形の凹部４ａが形成されて

ｍ、ｘ方向の格子ピッチΛｘが５３９ｎｍ、ｙ方向のデ

いる。この場合、図６に示すように、格子形状としてひ
し形を用いて格子構造を上下方向に引き延ばし、ｐ偏光

ューティー比ｆｙ（＝ｄ／ｃ）が０．９２、ｘ向のデュ
10

ーティー比ｆｘ（＝ｂ／ａ）が０．９２となり、凸部４

入射の光は、左上及び左下にそれぞれＴＥモードで伝播

ｂ間の線幅Ｌを約２００ｎｍすることができる。従っ

し、ｓ偏光入射の光も、同じ方向にＴＥモードで伝播す

て、製造が容易となるとともに、矩形パターンで描画で

る。この結果、入射光の波数ベクトルの接線成分ｋと格

きるので、描画時間も短縮することができる。この場合

子ベクトルＫとの和である二つの伝播定数ｐ−β（又は

も、図１０に示すように、ｐ偏光入射とｓ偏光入射とで

ｓ−β）が直交関係になり、ひし形の凹部４ａ間の線幅

共振波長のピークが一致するとともに、半値幅もほぼ一

を広くすることができる。

致している。

【００１７】具体例として、格子層１ａと直交する方向

【００２２】上記のように、本発明の共振モード格子フ

に対して４５°傾けた波長λ（例えば６８８ｎｍ）の入

ィルターは偏光依存性を改善することができ、例えば、

射光を用いる場合、ｙ方向の格子ピッチΛｙが７８１ｎ

波長分割多重化（ＷＤＭ）伝送システム、ノイズ・フィ

ｍ、ｘ方向の格子ピッチΛｘが５０３ｎｍ、ｙ方向のデ

20

ルタリング用光通信システム等に好適に用いることがで

ューティー比ｆｙが０．７（ひし形の長対角線の長さが

きる。なお、上記では、本発明を反射型波長フィルター

約５４７ｎｍ）、ｘ向のデューティー比ｆｘが０．７

に応用する場合について説明したが、本発明は、これに

（ひし形の短対角線の長さが約３５２ｎｍ）となり、ひ

特に限定されず、屈折率センサー、透過型波長フィルタ

し形の凹部４ａ間の線幅Ｌは、約２００ｎｍになり、製

ー等にも同様に適用することができ、同様の効果を得る

造が容易となる。この場合も、図７に示すように、ｐ偏

ことができる。

光入射とｓ偏光入射とで共振波長のピークが一致すると

【００２３】

ともに、半値幅もほぼ一致している。

【発明の効果】以上から明らかな通り、本発明によれ

【００１８】次に、本発明の第三の実施の形態の共振モ

ば、入射光の入射面に対して対称な２つの等価な共振光

ード格子フィルターについて説明する。図８は、本発明

の波数ベクトルを格子面内に生じさせることにより、入

の第三の実施の形態の共振モード格子フィルターの構成
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射光が格子面に対して斜めから入射する場合に偏光依存

を示す斜視図であり、図９は、図８に示す共振モード格

性を改善することができる。

子フィルターにより偏光依存性を解消する原理を説明す

【図面の簡単な説明】

るための説明図であり、図１０は、図８に示す共振モー

【図１】本発明の第一の実施の形態の共振モード格子フ

ド格子フィルターの反射光の波長と反射率との関係を示

ィルターの構成を示す斜視図である。

すグラフである。図８に示す共振モード格子フィルター

【図２】図１に示す共振モード格子フィルターと入射光

は、正方形の凹部４が格子状に配列され、正方形の対角

との関係を説明するための説明図である。

線上に入射光の入射面が位置するかわりに、長方形の凸

【図３】図１に示す共振モード格子フィルターにより偏

部４ｂが市松模様状に配列されるとともにその格子ピッ

光依存性を解消する原理を説明するための説明図であ

チが変更され、長方形の二等分線上に入射光の入射面が
位置する点を除き、その他の点は図１に示す共振モード

る。
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【図４】図１に示す共振モード格子フィルターの反射光

格子フィルターと同様であるので、以下異なる点のみに

の波長と反射率との関係を示すグラフである。

ついて詳細に説明する。

【図５】本発明の第二の実施の形態の共振モード格子フ

【００１９】通常の描画装置は、ｘ方向及びｙ方向のみ

ィルターの構成を示す斜視図である。

の矩形パターンを描画するのは得意であるが、図５に示

【図６】図５に示す共振モード格子フィルターにより偏

す共振モード格子フィルターに用いられるひし形のよう

光依存性を解消する原理を説明するための説明図であ

な傾斜線を持つパターンを描画しようとすると、長時間

る。

を要し、製造効率がよくない。本実施の形態の共振モー

【図７】図５に示す共振モード格子フィルターの反射光

ド格子フィルターは、この点を改善するものである。

の波長と反射率との関係を示すグラフである。

【００２０】図８に示すように、格子層１ｂには、市松

【図８】本発明の第三の実施の形態の共振モード格子フ

模様状に所定ピッチで複数の矩形の凸部４ｂが形成され
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ィルターの構成を示す斜視図である。

( 5 )
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7

8

【図９】図８に示す共振モード格子フィルターにより偏

１、１ａ、１ｂ

光依存性を解消する原理を説明するための説明図であ

２ 導波層

る。

３ 基板

【図１０】図８に示す共振モード格子フィルターの反射

４、４ａ

光の波長と反射率との関係を示すグラフである。

４ｂ

格子層

凹部

凸部
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