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分光器

従来の課題を克服する
チップベースの共振分光法
ステファン・J・スウィーニー
共振に基づく検出手法を利用する新しい概念の分光法を紹介する。
この手法では、従来の半導体プロセス技術を用いて製造された単一の完全に
モノリシックなコンポーネントにおいて、光の分析と検出の両方が行われる。
特徴もいくつか存在する。まず、両方

レオナルド・ダ・ヴィンチが15世紀に、
プリズムから回折する太陽光の観測を

とも独立した分光（格子または可動ミ

行ったことが、分光法として現在知ら

ラー）および検出（光検出器またはアレ

れている分野の起源となっている。科

イ）
コンポーネントを使用することであ

学的好奇心に端を発した分光法は現在、

る。これらのコンポーネントは、ミラ

食品の品質試験から、宇宙における遠

ーやレンズなどの他の光学部品ととも

い天体の組成の推測にいたるまで、多

に何らかのパッケージ内に収められる。

様な物質を分析するための主要な技術

これらの手法は、MOEMS
（micro-opto-

となっている。分光技術は、幅広い分

electro-mechanical system ）
を使用する

野において利用および開発されている

か、分光のための何らかの手段を提供

が、その基本技術はこれまで、ほとん

する、薄膜フィルタまたはプラズモニッ

ど変更されていない。しかし、われわ

クフィルタなどを使用することによって、

れが「 Solo Spectroscopy 」と呼ぶアプ

小型化することが可能である（ 8 ）〜（ 10 ）。

ローチは、この分野における大きな進
歩をもたらすものである

。

（1）
〜
（7）

口絵 Solo Spectroscopy のプロトタイプ
チップを英国のペニー硬貨の上に配置して撮
影した写真。この分光器チップのサイズは
0.5 平方ミリメートルにも満たない。

従来の分光法
分光法は、回折を利用するものが最
も一般的である。現在の分光器は、プ

上記の手法を採用する分光システム
はすべて、本質的に複数のコンポーネン
トで構成されることになる。そのために、
製造は複雑でコストがかかり、光軸の不

散と、格子から検出器までの距離（筐体

整合や誤動作の可能性があり、迷光に

のサイズ）
によって制約される。

よって最終的には分光器の性能が制約

リズムではなく回折格子を使用して、

フーリエ変換赤外（ FTIR：Fourier-

されるという問題を抱える。このような

広帯域の光をその構成波長に分光する。

transform infrared ）分光法として知ら

問題を解決するには、分光法の実装方

分光された光は、固定の検出器（格子

れる別の手法では、異なる仕組みが採

法における抜本的な変更が必要である。

側が回転する）、または、より一般的

用されている。入力光はまず、2 つの経

な構成では、固定の格子と、複数の要

路に分割される。一方の光は、他方に

素で構成される CCD（ charge coupled

対して位相がずらされる。続いて光は

格子や FTIR に基づく分光法とは異

device：電荷結合素子）
検出器アレイに

再結合され、位相のずれに依存する強

なり、Solo Spectroscopy では、単一の

よって収集される。高分散格子と比較

度パターンを形成し、それが検出器上

コンポーネントによって、分散と検出と

的安価な CCD の開発によって、コンパ

に記録される。その後、データに対し

いう分光器の主要な機能の両方を実行

クトで、多くの場合において USB 制御

てフーリエ変換を実行することによっ

する。またSolo Spectroscopyでは、半

が可能な分光器が、広く利用されるよ

てスペクトルが測定される。

導体製造技術を最大限に活用し、完全

サイズと性能のスケーリング

うになった。このようなシステムにおい

FTIR の手法は、格子に基づく分光

な機能を備えた分光器を、よりレーザ

ては、分光器の分解能が、格子による分

法とは全く異なるが、両者には共通の

ダイオードに近い、非常に小さな占有
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とは異なり、このデバイスは光効率の

面積上に実装する。
Solo Spectroscopy の原理は、波長分

高いアクティブ材料で製造されている。

割多重通信
（WDM:wavelength division

つまり、共振器における結合光を吸収

multiplexing ）における光スイッチング

する、直接バンドギャップの III-V 族

に使用されるOADM（ optical add drop

半導体である。波長の選択性は、共振

multiplexing: 光分岐挿入多重化）に似

器のサイズと構成によって決まる。共

ている

。OADM システムでは、パ

振器は、有限差分時間領域（ FDTD:fi

ッシブデバイスを用いて、ある光導波

nite difference time domain ）
と半導体

路から別の光導波路へと、何らかの選

バンド構造のシミュレーションを使用し

択フィルタまたは共振器を介して、特定

て開発および設計されている
（図 2 ）
。

（ 11 ）

の波長の光を選択的に結合する。Solo

使用可能な半導体材料の種類は非常

Spectroscopy はこの手法におけるいく

に豊富であるため、この共振器技術は、

つかの側面を応用し、導波路に密接に

窒化ガリウム（ GaN ）合金を用いること

結合されたマイクロディスクまたはマ

によって遠紫外域向けに、ヒ化ガリウム

イクロリング共振器によって、広帯域

（ GaAs ）
またはリン化インジウム（ InP ）

の光を導波路へと結合する
（図 1 ）
。

合 金を用いることによって近 赤 外 域

共振器は、特定の波長を各ディスク

（ NIR ）
向けに、さらにはアンチモン化ガ

へと選択的に結合するように設計され

リウム（ GaSb ）
合金を用いるか、よりバ

ている。他の波長が引き続き導波路に

ンドギャップの大きい半導体におけるバ

沿って伝送される一方で、それらの波

ンド内遷移を利用することによって中赤

長は各ディスクにおいて、ウィスパリン

外域向けにと、広いスペクトル範囲に対

グギャラリーモードを形成する。OADM

して実装することができる。
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図 1 有限差分時間領域（ FDTD ）シミュレーションによって、右側の共振ディスクと左側の 2 つ
の非共振ディスクを示した様子。
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表1

分光器

従来の分光技術と比較した Solo Spectroscopy の利点
Czerny-Turner
回転型

格子と検出器
アレイ採用型

MOEMS
格子採用型

FTIR

プラズモンフィルタ
採用型

Solo

単一コンポーネント

×

×

×

×

×

○

高いスペクトル分解能

○

○

×

○

×

○

低質量
（ 500g 未満）

×

×

○

×

×

○

可動部品なし

×

○

×

×

○

○

低い温度感度

×

×

×

×

×

○

低コストでの製造

×

×

×

×

○

○

×

×

○

×

○

○

○

○

×

○

×

○

非常に小さな占有面積
（10cm3未満）
エンドユーザーがリアルタイム
にスペクトル特性を調整可能

共振器を p-i-n 形検出器に変更する

各辺の標準的な長さは 600µm、厚さは

ることができる。

100µm で、質量はマイクログラムレベ

ことにより、従来型の読み出し電子回

成長後には、ウエハレベル（ウエハ

路によって直接読み取り可能な電気信

の直径は 3 〜 12 インチ）のスケールで

号を生成することができる。したがっ

横方向の寸法に対する正確な制御（ 10

英ジニール社
（ZiNIR）
は、およそ1600

て、このような共振器のアレイによっ

nm 未満の精度）が可能な、電子ビーム

nm の NIR における二酸化炭素（ CO2 ）

て、対象とするスペクトルの直接読み

と光リソグラフィの手法を組み合わせ

の検出をターゲットとするSolo Spectro

出しが可能となり、完全にソリッドス

て、分光器がウエハ上に形成される（図

scopy のプロトタイプチップを作製した。

テートの小型化された分光器を、可動

3）
。ウエハあたり数千個の分光器チッ

このプロトタイプチップは、商用通信

部品を加えることなく構築することが

プが製造可能である。分光器チップの

デバイスを製造するファウンドリで一

ルである
（口絵）
。

できる。また、この分光器では、分散
をベースとして複数のコンポーネント

1.0

で構成される従来の分光器に見られる
欠点の多くが解消される
（表 1 ）
。

0.8

Solo 分光器は、発光ダイオード
（LED:
light-emitting diode ）
やレーザダイオー
ドの作製に一般的に使用される、業界
標準の有機金属気相成長（ MOCVD：
metal organic chemical vapor deposi
tion）
法または分子線エピタキシー
（MBE：

Intensity
〔output/input〕

構想に基づいたプロトタイプ

0.6

0.4

molecular beam epitaxy ）法によって
成長させた、カスタマイズされたエピ
タキシャルウエハ構造をベースとして
設計されている。熟考された構造設計
を採用することによって、入力光を、
薄い量子井戸の吸収アクティブ領域を
持つ最終的な分光器チップへと効果的
に導く導波路を、この構造内に構築す
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図 2 1600〜1610 nmの近赤外範囲における、Solo Spectroscopy 21ディスク分光器による
スペクトル特性の様子。

般的に提供されている標準の InP 基板

a)

上に、主流の作製技術を最大限に活用
して構築されている。チップの中心に
あるのは、厚さ 3nm のヒ化リン化イン

20 µm

ジウムガリウム（ InGaAsP ）
の層で、こ
れが対象波長範囲の光を吸収する。こ
の層の周囲には、光を入力開口部から

5 µm

20 µm

b)

共振器へと効率的に伝送するInGaAsP/
InP の導波路構造がある。
最初のプロトタイプは、共振器と導
波路構造の製造可能性のテスト、プロ
セス技術の最適化、各種デバイスの電
気的動作の検証を目的として設計され
た。次のプロトタイプ製作では、共振

図3 製造された共振器ベースの分光器チップの電子顕微鏡写真（a）。シングルチップの模式図は、
各共振器が異なる波長に結合する様子を示している（ b ）。

器アレイの光学特性と吸収特性に焦点
を当てる予定である。

光器設計では対応できなかった、振動

えば、地下レベルの空間分解能での汚

モノリシックチップにおいてIII-V 族合

や温度の大きな変化の影響を受けやす

染ガスのグローバルな監視に利用する

金を使用することには、製造上の利点

い、困難で対応しにくい環境に非常に

ことができる。また、同技術は、単一

に加えて、長期的な信頼性が保証され

適している。

の線形アレイを使用して、遠隔センシ

るという利点がある。過酷な環境や、

非常に質量が小さく、スケーラブル

ングの分野を対象に複数スペクトルウ

点検やメンテナンス作業が困難であっ

で、低コストでの製造が可能であり、消

ィンドウによる画像処理を行う、ハイ

たり不可能であったりする遠隔地におい

費電力が低いことから、Solo Spectro

パースペクトル画像処理機能も提供す

ても、通信コンポーネントに求められる

scopy は、地上、空中、宇宙を対象と

る。Solo Spectroscopyは、分光法の現

20 年以上の寿命という要件に対応する。

した分散分光器ネットワークや、埋め

在の限界を押し広げ、分光器をレーザ

Solo 分光器チップは、さまざまな光

込み型分光センサーが生体内医療機器

ダイオードや LEDと同程度に一般的な

学プラットフォームに直接集積するこ

として動作可能な医療分野に適用する

ものにする可能性を秘めているとわれわ

とができ、入力導波路がテーパ状にな

ことができる。分散ネットワークは、例

れは考えている。

っているなどの設計上の特徴によっ
て、光ファイバや自由空間光学系から
の入力カップリングを最大化する。ま
た、半導体材料の制御と、範囲外の波
長を選択的に除去する構造化設計によ
って不要な光が除去され、迷光による
影響が排除される。

ユビキタスな分光法
小型の Solo 分光器チップは大量生産
が可能であるとともに、対応可能な波
長範囲が広いことから、分光法の新し
い可能性を切り開くことができる。共
振器を用いた、単一コンポーネントを
ベースとするこの分光器は、従来の分
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