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　フォトニック結晶ファイバ（PCF）の
空孔を充填してファイバの特性を変え
るという概念は、さまざまな光学場に
おいて非常に多くの興味を集めてきた。
充填材料としては、気体、金属、液体な
どを利用することが可能である（1）～（4）。
非線形光学の場合、液体は非線形光学
係数が大きく、高い非線形性をもたら
す可能性があるため、最も興味深い充
填材料になっている。分散と高非線形
性を同時かつ完全に制御するためには、
PCFの構造と液体の非線形光学特性と
の組合せが非常に好ましい（5）。
　われわれはPCFにトルエンや四塩化
炭素（CCl 4）などの非線形液体を選択的
に充填する方法を開発し、ファイバを
伝搬するソリトンのスペクトル広がり
を測定した（6）。また、PCFの内部に液
体導波路アレイを形成することによっ
て、この方法の汎用性を示した。

毛管力による空孔の充填
　3次元（3D）直接レーザ書込み技術は
個別空孔の選択的封止に用いられる（7）。
この方法は、まず、PCFのすべての空孔
をエポキシポリマで被覆する（図1）。
次に、個別の空孔にフェムト秒レーザ
パルスを集光し、その二光子吸収を利
用して、エポキシポリマの架橋を行う。
この二光子過程は硬化容積を3D制御
できるため、レーザ強度によるボクセ
ル（立体構造のピクセル）の拡大縮小が
可能になる。この加工の難しさは個別
の空孔への集光を正確に行い、隣接す
る空孔への影響を避けることにある。
このようなファイバを簡便に作製する
ために、われわれは自動化された直接
レーザ書込み技術を開発した。
　作製の次工程はさまざまな液体を用
いたファイバの空孔の充填になるが、
この場合の液体は毒性と透明性だけが

制約条件になる。二硫化炭素を用いる
と、PCFの非線形性は石英ガラスの約
200倍にまで増強される。われわれは
非線形性と無毒性の好ましいトレード
オフが可能になるトルエンとCCl 4を選
択して実験した。トルエンとCCl 4の屈
折率はそれぞれ1.48と1.45であり、フ
ァイバ材料の屈折率に比べるとわずか
に高くなる。その結果、トルエンまたは
CCl 4をファイバに充填すると、そのd/Λ
比は小さいため、ホーリー領域の有効
屈折率は石英ガラスと同等になり、導
波特性が失われることはない。とくに
CCl 4を使用すると、ほとんど全ての状
況で基本モードの伝搬が可能になる。
　空孔は毛管力によって充填される。
液体に加えて、空孔の径と空孔間の距
離を適切に選択すると、近赤外から600 
nmまでの波長範囲の実験に対して、ゼ
ロ分散波長を調整して設定できる。PCF
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図1　作製工程は、まずへき開したファイバ端面をポリマで完全に被覆する（ａ）。次に二光子過程を用いて、空孔から空孔への架橋を行う（ｂ）。最
後にファイバ端面を洗浄して充填の準備をする（ｃ）。
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図2　選択的な封止と充填を用
いてさまざまなPCFが作製され
た。（ａ）の顕微鏡写真は第4物
理学研究所の頭文字のパタンで
選択封止したPCFを示してい
る。これらは2.5μmの径と
2.6μｍの間隔をもつ空孔から
構成されている。（ｂ）は同様の
ファイバを封止して形成したチ
ェッカーボードのようなパタンを
示している。（ｃ）の走査型電子
権顕微鏡写真は空孔の高品質の
封止を示している。（ｄ）のPCF
は2.7μｍの直径と5.6μｍの
間隔をもつリング構造の空孔か
ら構成され、液体トルエンが充
填されている。（ｅ）のトルエン
を充填した空孔は暗く見えるが、
これは空孔が完全には閉じてい
ないことを示している。（ｆ）は
ファイバ内部を線形伝搬するト
ルエン導波路アレイの導波モー
ド画像を充填パタン構造と重ね
ている。青い円は液体を充填し
た空孔を示している。



の2D構造を利用すると、導波路のい
くつかの配置が任意のパタンで可能に
なり、所望の性質をもつ離散構造の光
導波路を形成できる。

2種類の充填パタン
　われわれの最初の実験では、PCFの
空孔をリング状に封止して液体導波路
アレイを形成した（図2）。この選択的
に封止したリングパタンの顕微鏡写真
からは、暗くて開いた空孔（直径2.7μm）
の存在が鮮明に観察された。開いた空
孔にはトルエンを充填した。このデバ
イスに発光波長1064nmのナノ秒マイ
クロチップレーザからの光を結合して、
ファイバ出力部からの遠方場モードパ
タンを撮像した。このモードパタンと充
填パタンの構造図を重ねると、ファイバ
の正規のガラスコアを伝搬する光に加
えて、ファイバのホーリー領域にあるい
くつかの液体導波路が明瞭に現われ
た。大きな空孔の径と1064nmの波長
による高次モードの励起が観測された。
　単一ストランド構造は最も簡単な充
填パタンになる。この場合はわずか一
つの空孔が開いた状態で残り、この1
本のストランドが液体で充填される。
このデバイスに波長1030nmの250fs
レーザからの光を結合すると、基本モ
ードの伝搬が観測された。
　液体充填PCFファイバの操作による
異常分散領域（この場合はゼロ分散波長
が1030nmより短くなることを意味して
いる）での伝搬を可能にするために、わ
れわれは石英ガラスの6倍の非線形屈折
率係数をもつ高非線形液体のCCl 4を使
用し、その出力スペクトルを入力強度の
関数として測定した（図3）。励起パワー
が低いときのスペクトル広がりは主とし
て自己位相変調から生じたが、励起パ
ワーを高くしていくと、ソリトンの生成
と分裂およびラマン過程によるスーパー

コンティニュアムの発生が観測された。
　選択充填PCFの応用には、時空ソ
リトンの伝搬（「光の弾丸」と呼ばれる）
に加えて、非線形全光スイッチングな
ど、特定の用途に合わせた特性を持つ
時空非線形伝搬が含まれる（8）、（9）。液
体の時間遅延応答からは非常に興味深
い効果が生まれるが、これは液体分子
の再配列の遅れに基づいている（10）～

（12）。さらに、純粋な非線形格子の作製
も可能である（13）。また、この方法は、い
くつかの異なる液体の選択充填や高複
屈折液体充填PCF（例えば液晶を用い
る）の作製にも適している。高次高調
波発生のために異なる気体を選択的に
注入する方法にも可能性がある。バイ
オセンシング分野にはいくつかのアプ
ローチが適用できる（14）。
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図3　長さ26cmの選択充
填PCFの出力スペクトルを
異なる励起パワーで測定し
た。このファイバの単一スト
ランドにはCCl 4（2次係数
n2 =15×10 －20 W/m 2 ）を
充填した。励起光源からは
波長1030nm、持続時間
250fsのレーザパルスを発
生させた。このデバイスを異
常分散状態にして励起する
と、強い励起パワーではソリ
トンの生成が観測された。


