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２次元フォトニック結晶導波路中を伝搬する

光・電磁波を面直方向に導く、あるいは入力する形態
【識別番号】１０００８２８６５
【弁理士】

で、光・電磁波導波路、光・電磁波合分波器を形成する

ための効果的形態を提供する。
【氏名又は名称】石井
陽一
【解決手段】
【テーマコード（参考）】
2H047

空気より屈折率が高い材料から形成され

ているスラブ１１に、このスラブ材料よりも屈折率の低

い物質を周期的に配列して屈折率分布を形成した２次元
【Ｆターム（参考）】
フォトニック結晶構造を有し、前記フォトニック結晶の
2H047 KA03 KB08
LA18 MA03 MA05 PA05 PA06 QA01 RA08 TA01
周期的配列に線状の欠陥１２が形成されており、この線
状欠陥１２が導波路として機能するフォトニック結晶導
波路を有し、前記フォトニック結晶導波路に隣接して、
前記フォトニック結晶の周期的配列を乱す少なくとも１
つの点状の欠陥１４を有し、この点状欠陥１４が導波路
中を伝搬する光・電磁波のなかで、特定の波長の光・電
磁波を捕獲してこれを放射し、あるいは外部からの特定
の波長の光・電磁波を捕獲して前記導波路内に導入する
光・電磁波取り出し／導入口として機能する構造の２次
元フォトニック結晶導波路とした。
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【特許請求の範囲】

有する半導体素子が配置されている請求項１０または１

【請求項１】

１のフォトニック結晶波長分波器。

空気より屈折率が高い材料から形成され

ているスラブに、このスラブ材料よりも屈折率の低い物

【発明の詳細な説明】

質を周期的に配列して屈折率分布を形成した２次元フォ

【０００１】

トニック結晶構造を有し、

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば微小光回路

前記フォトニック結晶の周期的配列に線状の欠陥が形成

素子として用いられるフォトニック結晶、特に２次元の

されており、この線状欠陥が導波路として機能するフォ

周期的屈折率分布を有する２次元フォトニック結晶に関

トニック結晶導波路を有し、

し、線状欠陥および点欠陥の導入により形成した、光・

前記フォトニック結晶導波路に隣接して、前記フォトニ

電磁波取り出し／導入口を有する導波路、および波長分

ック結晶の周期的配列を乱す少なくとも１つの点状の欠

10

波器に関する。

陥を有し、

【０００２】

この点状欠陥が導波路中を伝搬する光・電磁波のなか

【従来の技術】近年の波長多重通信システムの進展に伴

で、特定の波長の光・電磁波を捕獲してこれを放射し、

い、分波・合波器や波長フィルターの重要性が高まって

あるいは外部からの特定の波長の光・電磁波を捕獲して

いる。

前記導波路内に導入する光・電磁波取り出し／導入口と

【０００３】波長多重通信用の光分岐挿入装置は、光ア

して機能する２次元フォトニック結晶導波路。

ドドロップ多重装置とも呼ばれ、多重化された信号から

【請求項２】

前記光・電磁波取り出し／導入口は、ス

あるチャンネルの信号を取り出したり、空いている部分

ラブ面と直交する方向の光・電磁波を放射／導入する請

に追加する機能を持つ。一般的構成として、アレイ導波

求項１の２次元フォトニック結晶導波路。
【請求項３】

前記点状欠陥は、その形状により放射／

路回折格子型、ファイバーグレーテイング型などがあ
20

る。アレイ導波路回折格子は、長さの異なる光導波路が

導入する光・電磁波の波長が異なる請求項１の２次元フ

多数配列された構造を持つ一種の回折格子で、この導波

ォトニック結晶導波路。

路の長さの差により波長に依存する波面の傾きが発生

【請求項４】

前記低屈折率物質の配列が、スラブに形

し、波長多重光を入力すると波長毎に異なる導波路から

成した円柱状の孔に低屈折率材料が充填されたものであ

分波されて出力される（例えば電気通信学会誌ｐ７４６

る請求項１〜３のいずれかの２次元フォトニック結晶導

−７４９（１９９９））。ファイバーグレーテイング型

波路。

では、特定波長の信号のみファイバーグレーテイングで

【請求項５】

前記低屈折率物質の配列が、三角格子配

ブラッグ反射させることにより、ドロップポートから取

列である請求項１〜４のいずれかの２次元フォトニック

り出す、あるいはアッドポートから入力することが可能

結晶導波路。

となる。

【請求項６】

前記点状欠陥は、スラブ面に対して上下

30

【０００４】しかし、従来のアレイ導波路回折格子型の

非対称の形状を有する請求項１〜５のいずれかの２次元

波長合分波器では、曲げ損を少なくするため曲率半径を

フォトニック結晶導波路。

かなり大きくする必要があり、素子寸法が非常に大きく

【請求項７】

なってしまう。

前記スラブ材料の屈折率が、２．０以上

である請求項１〜６のいずれかの２次元フォトニック結

【０００５】そこで、フォトニック結晶を用いて極小型

晶導波路。

の光合分波器を形成するという考えも多く提案されてい

【請求項８】

前記スラブ材料は、Ｉｎ、Ｇａ、Ａｌ、

る。例えば、Applled Physics Letters,Vol.75,P3739‑3

Ｓｂ、Ａｓ、Ｇｅ、Ｓｉ、Ｐ、Ｎ、およびＯのいずれか

741(1999)（従来技術１）、Physical Review Letters,V

１種または２種以上を含有する無機材料であるか、有機

ol.80,P960‑963(1998)（従来技術２）等に記載されてい

材料である請求項７の２次元フォトニック結晶導波路。
【請求項９】

前記屈折率の低い物質は空気である請求

る。
40

【０００６】フォトニック結晶とは、その内部に周期的

項１〜８のいずれかの２次元フォトニック結晶導波路

な屈折率分布を持つ結晶であり、人工周期構造による新

【請求項１０】

規な光学特性を実現し得るものである。

請求項１〜９の２次元フォトニック結

晶導波路を有するフォトニック結晶波長分波器。

【０００７】フォトニック結晶が持っ重要な特徴にフォ

【請求項１１】

点状欠陥を複数有し、この点状欠陥が

トニックバンドギャップの存在がある。３次元周期を有

放射／捕獲する周波数がそれぞれ異なっている請求項１

するフォトニック結晶（以下３次元フォトニック結晶）

０のフォトニック結晶波長分波器。

では、全ての方向に対して光の伝搬が禁じられる完全バ

【請求項１２】

点状欠陥近傍に光ファイバーが配置さ

ンドギャップを形成することができる。これにより、局

れている請求項１０または１１のフォトニック結晶波長

所的な光の閉じ込めや、自然放出光の制御、線状欠略の

分波器。
【請求項１３】

導入による導波路の形成が可能となり、極微小光回路の
前記点状欠陥近傍に、光電変換機能を
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(2)

実現が期待できる。
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【０００８】従来技術１には、３次元フォトニック結晶

こともできる。

に線状欠陥を導入して形成した導波路を分岐形状とする

【００１７】

ことにより、超小型光分波器を形成できることが示唆さ

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、２次

れているが、その具体的な構造については開示されてい

元フォトニック結晶導波路中を伝搬する光・電磁波を面

ない。

直方向に導く、あるいは入力する形態で、光・電磁波導

【０００９】一方、２次元周期構造を有するフォトニッ

波路、光・電磁波合分波器を形成するための効果的形態

ク結晶（以下２次元フォトニック結晶）の検討が、作製

を提供することである。

が比較的容易なことから盛んに行われており、従来技術

【００１８】

２には、分岐形状の導波路を用いた分波器の解析結果が

【課題を解決するための手段】上記目的は以下の構成に

示されている。

10

より達成される。

【００１０】２次元フォトニック結晶の屈折率周期構造

（１）

は、高屈折率材料に円柱孔を正方格子または三角格子状

スラブに、このスラブ材料よりも屈折率の低い物質を周

に配列する。あるいは低屈折率材料中に高屈折率材料の

期的に配列して屈折率分布を形成した２次元フォトニッ

円柱を正方格子状に配列することにより形成する。これ

ク結晶構造を有し、前記フォトニック結晶の周期的配列

らの周期構造からフォトニックバンドギャップが形成さ

に線状の欠陥が形成されており、この線状欠陥が導波路

れ、面内光に対しては光の伝搬が制御される。この周期

として機能するフォトニック結晶導波路を有し、前記フ

構造に線状の欠陥を導入することにより導波路を形成す

ォトニック結晶導波路に隣接して、前記フォトニック結

ることができる（例えば、Physical Review Letters,Vo

晶の周期的配列を乱す少なくとも１つの点状の欠陥を有

l.77,p3787‑3790(1996)、および（従来技術２））。
【００１１】従来技術２は、高屈折材料からなる円柱を

空気より屈折率が高い材料から形成されている

し、この点状欠陥が導波路中を伝搬する光・電磁波のな
20

かで、特定の波長の光・電磁波を捕獲してこれを放射

正方格子状に配列した形状である。ただし、前述のよう

し、あるいは外部からの特定の波長の光・電磁波を捕獲

に面内方向に対しての光の伝搬はバンドギャップにより

して前記導波路内に導入する光・電磁波取り出し／導入

制御できるが、上下方向への光の伝搬は周期構造では制

口として機能する２次元フォトニック結晶導波路。

御できないので、高さを無限大と想定して、直線導波路

（２）

および９０°の曲げ、分岐形状の解析を行っている。

と直交する方向の光・電磁波を放射／導入する上記

【００１２】しかしながら、実際のデバイスでは高さを

（１）の２次元フォトニック結晶導波路。

無限大とすることはできないので、有限の高さで光を閉

（３）

じこめる必要がある。

る光・電磁波の波長が異なる上記（１）の２次元フォト

【００１３】一方、高屈折率材料に円柱孔を形成する場

ニック結晶導波路。

合は、高屈折率材料をスラブ形状とし、上下に低屈折率

30

前記光・電磁波取り出し／導入口は、スラブ面

（４）

前記点状欠陥は、その形状により放射／導入す

前記低屈折率物質の配列が、スラブに形成した

層を設けて全反射により光を閉じ込め、導波路を形成す

円柱状の孔に低屈折率材料が充填されたものである上記

ることができる。

（１）〜（３）のいずれかの２次元フォトニック結晶導

【００１４】しかしながら、このような構造での分波

波路。

器、合波器等の検討はなされていない。また、面内方向

（５）

に伝搬する光を面直方向に導く、あるいは面直方向から

る上記（１）〜（４）のいずれかの２次元フォトニック

の光を面内方向に導くといった９０°の曲げ、分岐形状

結晶導波路。

に関する検討もなされていない。

（６）

【００１５】自己クローニング型３次元結晶によるスー

の形状を有する上記（１）〜（５）のいずれかの２次元

パープリズムを用いた光分波、合波器も検討されている
が（例えばApplied Physics Letters,Vol74,P1212‑1214

前記低屈折率物質の配列が、三角格子配列であ

前記点状欠陥は、スラブ面に対して上下非対称

フォトニック結晶導波路。
40

（７）

前記スラブ材料の屈折率が、２．０以上である

(1999)、O pIus E,１２月号，p1560‑1565(1999)）、導

上記（１）〜（６）のいずれかの２次元フォトニック結

波路と組み合わされたものではなく、単独のデバイスと

晶導波路。

しての機能でしか検討されていない。

（８）

【００１６】フォトニック結晶導波路から、ある波長帯

Ａｓ、Ｇｅ、Ｓｉ、Ｐ、Ｎ、およびＯのいずれか１種ま

域で波長選択性を持って光を出力する、あるいはフォト

たは２種以上を含有する無機材料であるか、有機材料で

ニック結晶導波路に波長選択性を持って光を入力するこ

ある上記（７）の２次元フォトニック結晶導波路。

とが可能となれば、通常の素子よりも非常に小型な光分

（９）

波、合波機能を有する光回路が実現可能となる。また、

〜（８）のいずれかの２次元フォトニック結晶導波路

２次元フォトニック結晶導波路の光・電磁波を面直方向
に導くことができれば、立体的な光・電磁波回路とする

前記スラブ材料は、Ｉｎ、Ｇａ、Ａｌ、Ｓｂ、

（１０）

前記屈折率の低い物質は空気である上記（１）

50

(3)

上記（１）〜（９）の２次元フォトニック結

晶導波路を有するフォトニック結晶波長分波器。
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（１１）

点状欠陥を複数有し、この点状欠陥が放射／

【００２５】ここで、図１に示すように、三角格子状に

捕獲する周波数がそれぞれ異なっている上記（１０）の

配列した円柱孔１６を一部線状に抜き取ることにより、

フォトニック結晶波長分波器。

フォトニック結晶に線状の欠陥１２が導入されることに

（１２）

なる。この線状欠陥１２中には導波モードが存存し、導

点状欠陥近傍に光ファイバーが配置されてい

る上記（１０）または（１１）のフォトニック結晶波長

波路が形成される。

分波器。

【００２６】フォトニック結晶スラブ構造の材料として

（１３）

前記点状欠陥近傍に、光電変換機能を有する

は、上下方向に光・電磁波を閉じこめる必要があるので

半導体素子が配置されている上記（１０）または（１

屈折率が大きい材料が望ましく、本実施例ではＩｎＧａ

１）のフォトニック結晶波長分波器。

ＡｓＰスラブを用いているが、他にもＧａＡｓあるいは

【００１９】

10

Ｉｎ、Ｇａ、Ａｌ、Ｓｂ、Ａｓ、Ｇｅ、Ｓｉ、Ｐ、Ｎ、

【発明の実施の形態】本発明の２次元フォトニック結晶

およびＯのいずれか１種または２種以上を含む材料、お

導波路は、空気より屈折率が高い材料から形成されてい

よびＳｉ等の無機材料、特に無機半導体材料、さらには

るスラブに、このスラブ材料よりも屈折率の低い物質を

有機材料などを用いることができる。

周期的に配列して屈折率分布を形成した２次元フォトニ

【００２７】スラブとして用いる材料の屈折率は前述の

ック結晶構造を有し、前記フォトニック結晶の周期的配

ように大きい方が望ましく、具体的には空気より大であ

列に線状の欠陥が形成されており、この線状欠陥が導波

り、２．０以上が好ましく、３．０以上であればより好

路として機能するフォトニック結晶導波路を有し、前記

ましい。

フォトニック結晶導波路に隣接して、前記フォトニック

【００２８】なお、上記例では、例えば図３に示すよう

結晶の周期的配列を乱す少なくとも１つの点状の欠陥を
有し、この点状欠陥が導波路中を伝搬する光・電磁波の

に、円柱孔１６を三角格子１６ａ状に配列しているが、
20

例えば図４に示すように、フォトニックバンドギャップ

なかで、特定の波長の光・電磁波を捕獲してこれを放射

が存在するように円柱孔１６を正方格子１６ｂ状に配列

し、あるいは外部からの特定の波長の光・電磁波を捕獲

し、線状に欠陥１２を導入したフォトニック結晶を用い

して前記導波路内に導入する光・電磁波取り出し／導入

ることもできる。なお、図３，４は、フォトニック結晶

口として機能するものである。

を構成するスラブの一部平面図である。

【００２０】本発明における導波路および点欠陥は、光

【００２９】次に、光・電磁波取り出し／導入口につい

のみならず光に近い性質を有する電磁波も伝搬し、入出

て説明する。前述のように、光・電磁波は２次元フォト

力可能である。

ニック結晶の欠陥導波路内を伝播することができる。直

【００２１】このように、線状の欠陥により形成された

線導波路においては、光・電磁波を低損失で伝搬できる

導波路の近傍に点状欠陥を形成することにより、点状の

波長域は比較的大きい。したがって、数チャンネルの波

欠陥からの光・電磁波取り出し／導入が可能となり、光

30

長を含む波長帯域の光・電磁波を導波路中に伝搬させる

・電磁波取り出し／導入口を形成することができる。こ

ことができる。これに対して、図１に示したように、導

の、点状の欠陥は、空気より屈折率が高い材料から形成

波路近傍に点欠陥１４を設けると、ここに特定波長の光

されているスラブに、このスラブ材料よりも屈折率の低

・電磁波が捕獲され、欠陥内部で共振している間に、ス

い物質を周期的に配列して屈折率分布を形成した２次元

ラブ形状であることに起因するＱ因子の小さな上下方向

フォトニック結晶構造を乱すものである。

へ光・電磁波１５が放射される。

【００２２】以下、本発明の実施の形態を図面に従って

【００３０】また、点欠陥を、波長帯域中の特定チャン

説明する。図１に本発明の第１の形態として、２次元フ

ネルの波長のみ捕獲するよう設計することによって、光

ォトニック結晶スラブ導波路に隣接して点欠陥を設け、

・電磁波取り出し／導入口のみならず特定波長の光・電

特定波長の光・電磁波を面直方向に出力する導波路・波
長分波器を示す。

磁波（λi ）を取り出す分波器、合波器あるいは濾波器
40

として機能させることができる。また、この形態によ

【００２３】はじめにフォトニック結晶および導波路に

り、面内導波光・電磁波を面直方向に導くことができ、

関して記述する。本発明に用いたフォトニック結晶は、

微少領域で分岐路、方向転換路を形成することができ

２次元の屈折率周期分布により面内方向にバンドギャッ

る。また、反対に面直方向に入射した特定波長の光・電

プを有する２次元フォトニック結晶であり、結晶構造

磁波を面内導波路に導くことも可能である。

は、例えば図１に示すようにスラブ材料１１に円柱孔１

【００３１】導波路と点欠略の間隔を適宜設定すること

６を三角格子状に配列したものである。

により、捕獲、出力する特定波長の光・電磁波の割合を

【００２４】入射光・電磁波１３（λ1 ，λ2 ，‥λi

制御することも可能である。このため、所定の割合で光

，‥）は、結晶内では、面内方向にはバンドギャップ

・電磁波を取り出したり、分岐させる光・電磁波回路も

により伝搬を禁じられ、面直方向には上下の低屈折率材
料による全反射により閉じこめられる。

容易に形成することができる。
50

(4)

【００３２】また、図１の形態においては特に欠陥に上
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下非対称性を導入していないので、光・電磁波は上下方

【００４０】次に、図１２に示すようにレジストをマス

向に出力されるが、欠陥に上下非対称性を導入すること

クとしてＲＩＥ（Reactive Ion Etching）によりＩｎＧ

によって、上下どちらかのみに光・電磁波を出力させる

ａＡｓＰスラブに円柱孔と欠陥を形成する。ＲＩＥに

ことも可能である。非対称性の導入方法としては、例え

は、例えばＨ 2 とＣＨ4 の混合ガスを用いる。

ば図５に示すように点欠陥１４の形状を、円柱状から円

【００４１】次に、図１３に示すようにレジスト除去

錐状にしたり、あるいは図６に示すように、点欠陥１４

後、スラブ上下を低屈折率の空気層とするため、図１４

の径をスラブ１１の上下で変えるという方法を用いるこ

に示すようにＩｎＧａＡｓＰスラブをメンブレン化す

とができる。なお、図５，６は点欠陥部分の一部断面図

る。これは、ＩｎＰ層のみを選択的にエッチングするよ

である。

うにウェットエッチングして行う。

【００３３】図２には、本発明の第２の実施形態とし

10

【００４２】上記例では高屈折率スラブ材料としてＩｎ

て、直線導波路に隣接して２つの点欠陥２１，２２を設

ＧａＡｓＰを用いたが、Ｓｉも屈折率が高く、またマイ

けた形態を示す。それぞれの欠陥の大きさにより捕獲、

クロマシーニングによる加工が可能であるので、有用な

出力する光・電磁波２２，２３の波長を制御した形態で

材料である。以下にＳｉをスラブ材料として用いた場合

あり、それぞれの点欠陥から入力された光・電磁波（λ

の作製方法について記述する。

1 ，λ2 ，‥λi ，λj ‥）の帯域中の２波長（λｉ，

【００４３】先ず、図１５に示すようにＳＯＩ基板を用

λｊ ）を出力することができる。捕穫、出力された波

意する。ＳＯＩ基板とはベースとなるＳｉ基板６１上に

長以外の光・電磁波は直線導波路中を導波する。また、

ＳｉＯ2 層６２を介して単結晶Ｓｉ層６３が積層されて

本実施例では２チャンネルの波長分波器としているが、

いる基板である。また、これに換えてＳｉ基板上にＳｉ

欠陥数を増やすことによって、よりマルチチャネル化す
ることも可能である。

Ｏ2 層とＳｉ層を成長させた基板を用いることも可能で
20

ある。次に、図１６に示すようにＳＯＩ基板６１に電子

【００３４】図７は本発明の第３の実施の形態である、

線描画用のフォトレジスト６４を塗布し、図１７に示す

合分波器の概念を示している。ある波長帯域の光・電磁

ように露光、現像を行ってレジストをパターニングす

波３１がフォトニック結晶導波路中を伝搬し、点欠陥３

る。

２〜３４により捕獲され、面直方向に出力される。

【００４４】続いて、図１８に示すようにレジスト６４

【００３５】この光・電磁波を点欠陥上に配置されてい

をマスクとしてＲＩＥによりＳｉ層６３に円柱孔と欠陥

る光・電磁波ファイバー３５〜３７に取り込み、信号と

を形成する。ＲＩＥにはＳＦ 6 ガスを用いる。次いで、

して用いる。このとき、光・電磁波ファイバーは、フォ

図１９に示すようにレジストを除去した後、図２０に示

トニック結晶構造を乱さない程度の間隙をおいて、点欠

すようにＨＦ水溶液によりフォトニック結晶下の酸化膜

陥上に配置されることが好ましい。

層をエッチングしてメンブレン化する。

【００３６】あるいは図８に示すように、光電変換機能

30

【００４５】

を有する半導体素子、例えばフォトダイオードアレイ４

【実施例】以下、本発明の具体例について、特性を示

５〜４７と集積化することもできる。これにより、点欠

す。まず、フォトニック結晶について記す。フォトニッ

陥４２〜４４から面直方向に出力した光・電磁波を極め

ク結晶スラブはＩｎＧａＡｓＰから構成し、例えば図２

て小さな面積内で直接電気信号に変換することができ

１に示すようにフォトニック結晶の格子定数をａとし

る。

て、穴の半径ｒは０．２９ａ、スラブの厚さｔは０．６

【００３７】以下に、本発明の実施形態のフォトニック

ａ、とした。

結晶導波路・波長分波器の作製方法について記述する。

【００４６】これに対し、線状欠陥および点欠陥を設け

【００３８】先ず、図９に示すように、例えばＩｎＰ基

た場合について、時間領域差分法（Finite Difference

板５１上にバッファー層としてＩｎＰ層５２と、高屈折
率スラブ材料として好ましくはＩｎＧａＡｓＰ層５３を

Time Domain:FDTD）により解析を行い、以下に示す結果
40

を得た。なお、時間領域差分法とはマクスウェル方程式

結晶成長させる。結晶成長は、好ましくはＭＯＣＶＤ法

のうち時間に依存する回転方程式を直接解く方法であ

により、好ましくは５９０〜６５０℃で行う。

り、簡単に説明すると次のようになる。

【００３９】続いて、図１０に示すように三角格子状の

【００４７】等方的な媒質中ではマクスウェル方程式は

円孔および点欠陥のパターンを形成するため、電子線描

次のように書かれる。

画用のフォトレジスト５４を塗布し、図１１に示すよう

【００４８】

に露光、現像を行ってレジストをパターニングする。フ

【数１】

ォトニック結晶の格子定数は、伝搬光・電磁波として赤
外領域の波長を想定した場合にも０．５μm 以下程度と
非常に小さいため、ここでは電子線による描画を行って
いる。
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(5)
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【００４９】ここで、μは透磁率、Ｅは誘電率、Ｃは導

【００５０】

電率である。これらの式を差分化すると次の６つの式が

【数２】

得られる。

【００５１】
【数３】

(6)

特開2001‑272555

【００５２】
【数４】

【００５３】上の６つの式を用いてフォトニック結晶ス
ラブ内における光・電磁波の伝播の様子が解析できる。

ことき、欠陥の上の電界を観測し、フーリエ変換するこ
50

(7)

とにより、その周波数スペクトルが求められる。

特開2001‑272555

【００５４】はじめに、１周期分円柱孔を除いた直線導

【図５】点欠陥の他の形態を示す一部断面図である。

波路について記す。規格化周波数ｆが０．２７〜０．２

【図６】点欠陥の他の形態を示す一部断面図である。

８［ｃ／ａ］の範囲において、光・電磁波は導波路中を

【図７】本発明の面出力型波長分波器の形態を示す概略

ロスなく伝搬できる。格子定数ａは伝搬させたい光・電

斜視図である。

磁波の波長がこの条件を満たすように決められる。本実

【図８】本発明の面出力型波長分波器の形態を示す概略

施例では伝搬光・電磁波の波長を１．５５μm と設定

斜視図である。

し、０．２７−０．２８［ｃ／ａ］の中心であるｆ＝

【図９】本発明の２次元フォトニック結晶ＩｎＧａＡｓ

０．２７５［ｃ／ａ］を１．５５μm として、ａを０．

Ｐスラブ導波路の製造工程を示した断面図である。

２７５×ｌ．５５μm から求め、０．４２６２５μm と

【図１０】本発明の２次元フォトニック結晶ＩｎＧａＡ

した。
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ｓＰスラブ導波路の製造工程を示した断面図である。

【００５５】図２２に、導波路に隣接して設けた点欠陥

【図１１】本発明の２次元フォトニック結晶ＩｎＧａＡ

から面直方向に放射される光・電磁波の周波数と強度の

ｓＰスラブ導波路の製造工程を示した断面図である。

関係を示す。なお、点欠陥は一つの円柱孔の半径を変え

【図１２】本発明の２次元フォトニック結晶ＩｎＧａＡ

て設けており、その半径は０．５６とした。図から、規

ｓＰスラブ導波路の製造工程を示した断面図である。

格化周波数ｆ＝０．２７３［ｃ／ａ］の光・電磁波が上

【図１３】本発明の２次元フォトニック結晶ＩｎＧａＡ

下方向に放射することが確認される。また、Ｑ値はおよ

ｓＰスラブ導波路の製造工程を示した断面図である。

そ５００である。

【図１４】本発明の２次元フォトニック結晶ＩｎＧａＡ

【００５６】図２３に、図２に示した形態、すなわち直

ｓＰスラブ導波路の製造工程を示した断面図である。

線導波路に隣接して異なる大きさの点欠陥を設けた形態
における、各点欠陥からの放射光・電磁波の周波数と強

【図１５】本発明の２次元フォトニック結晶ＩｎＧａＡ
20

ｓＰスラブ導波路の製造工程を示した断面図である。

度を示す。この場合の点欠陥は、半径がそれぞれ０．５

【図１６】本発明の２次元フォトニック結晶ＩｎＧａＡ

６ａおよび０．５８ａの円柱孔とした。それぞれ周波数

ｓＰスラブ導波路の製造工程を示した断面図である。

がｆ＝０．２７２９［ｃ／ａ］およびｆ＝０．２７６９

【図１７】本発明の２次元フォトニック結晶ＩｎＧａＡ

［ｃ／ａ］の光・電磁波が放射されることが確認され

ｓＰスラブ導波路の製造工程を示した断面図である。

る。また、欠陥のＱ値はいずれもおよそ５００である。

【図１８】本発明の２次元フォトニック結晶ＩｎＧａＡ

【００５７】これらの結果から、２次元フォトニック結

ｓＰスラブ導波路の製造工程を示した断面図である。

晶に点欠陥および線状欠陥の導入により形成した導波路

【図１９】本発明の２次元フォトニック結晶ＩｎＧａＡ

が点欠陥からの光・電磁波取り出し／導入機能、および

ｓＰスラブ導波路の製造工程を示した断面図である。

面出力型の波長分波・合波器としての機能を有すること

【図２０】本発明の２次元フォトニック結晶ＩｎＧａＡ

が確認された。

30

ｓＰスラブ導波路の製造工程を示した断面図である。

【００５８】

【図２１】本発明に係る２次元フォトニック結晶の大き

【発明の効果】以上、本発明のように２次元フォトニッ

さを示す図である。

ク結晶導波路近傍に点欠陥を設けて形成した波長分波器

【図２２】図１の２次元フォトニソク結晶スラブ導波路

では、２次元フォトニック結晶構造であるにも関わらず

に隣接して設けた点欠陥から面直方向に放射される光・

面直方向に光・電磁波を入出力することが可能であり、

電磁波の周波数と強度の関係を示したグラフである。

さらに、点欠陥から特定波長の光・電磁波を分波して入

【図２３】図２の２次元フォトニック結晶スラブ導波路

出力することができるので、超小型の波長分波器を実現

に隣接して設けた２つの点欠陥から面直方向に放射され

することができる。これはまた、比較的容易な立体的超

る光・電磁波の周波数と強度の関係を示したグラフであ

小型光・電磁波回路の実現を可能とするものである。
【図面の簡単な説明】

る。
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【符号の説明】

【図１】本発明の一実施形態である１つの点欠陥を有す

１１

スラブ

る２次元フォトニック結晶スラブ導波路を示す概略斜視

１２

導波路

図である。

１３

入射光（電磁波）

【図２】本発明の一実施形態である２つの点欠陥を有す

１４

点欠陥

る２次元フォトニック結晶スラブ導波路を示す概略斜視

１５

出力光（電磁波）

図である。

１６

円柱孔

【図３】図１の２次元フォトニック結晶スラブ導波路の

１６ａ

三角格子

三角格子の様子を示した概略平面図である。

１６ｂ

正方格子

２１

点欠陥

２２

点欠陥

【図４】２次元フォトニック結晶スラブ導波路の正方格
子の様子を示した概略平面図である。
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