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Abstract 

 

 Optical beam steering devices, which control the propagation direction of light, 

have diverse applications, including LIDAR (Light Detection and Ranging), optical 

wireless communication, optical imaging, and sensing. In all applications, there 

have been growing demands for smaller device size, faster scanning speed, and 

lower power consumption. Among various types of optical beam steering devices, 

phased-array InP optical beam steering devices have several advantages, such as 

compact size, fast steering speed above few hundred MHz, and integratability with 

laser diodes. On the other hand, InP/InGaAsP waveguide device in general suffers 

from a difficulty in extracting the light out of the plane efficiently, due to the 

relatively small refractive index difference between InP and InGaAsP.  

In this research, we aim to realize efficient and compact phased-array optical 

beam steering devices on InP. This work consists of two parts. We first design, 

fabricate, and demonstrate one-dimensional (1D) optical beam steering device 

circuits on InP. Then, we develop a novel type of vertical optical coupler having a 

slanted mirror, which could be used to realize truly two-dimensional beam-steering.  

The 1D optical beam steering devices are designed based on the concept of phased 

array, and its characteristics are calculated by using the beam-propagation method. 

The designed devices are fabricated by the standard III-V semiconductor optical 

device process. A far-field optical measurement setup is newly built to characterize 

the beam-steering function of the fabricated devices. We experimentally 

demonstrate large steering angle of 28 degree as well as low wavelength 

dependency over wide wavelength range from 1530 nm to 1570 nm.  

 The vertical optical coupler, having a slanted mirror, is designed by using the 

eigenmode expansion method. The designed optical coupler is then 

fabricated by Cl2/Ar reactive-ion-etching process with the use of two newly 

developed Al stages. Using the fabricated structure, we demonstrate efficient 

vertical coupling with the fiber-to-fiber loss as low as 13.3 dB.  

We expect that by integrating the demonstrated coupler structure with the 

above-mentioned optical beam steering device chip, we could realize wide ranges of 

vertically emitting beam-steering devices, including the two-dimensional (2D) beam 

scanners. 
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第 1章 序論 

 

本研究は，コンパクトでかつ高速偏向が可能な光偏向素子を，化合物半導体を用いて

実現することを目指すものである．特に斜めエッチング技術を用いて作製される垂直出

射型光偏向素子を研究目的とし，ライダー，光無線通信などへの応用に向けた機能を実

証したものである． 

まず序論として，光偏向素子の概要と現在の状況を説明し，次にいくつかの光偏向素

子の研究例について紹介する．その後、本研究の目的と位置づけについて説明し，本論

文の構成について述べる． 

 

1.1 光偏向素子の概要と応用先 

 

 光の誘導放出と共振器を利用してコヒーレントで高強度の光を発生させるレーザは， 

1960年カリフォルニアのヒューズ研究所の Theodore Maimanにより最初の発生装置

が開発され[1]， 様々な領域で使用される現社会の礎になった．一方，レーザ光を正確

に制御する技術は，レーザ発明以来から続けて研究されており，その中でも，光の伝搬

方向を制御する研究は，長年盛んな研究が行われている．このように，光の向きを制御

するデバイスを光偏向素子 (Optical beam steering device) と呼ぶ． 

光の伝搬方向制御は光制御の基礎となる制御であり，すでに様々な製品で使用されて

いる．身近なものでは、バーコードリーダ，レーザプリンタ，レーザディスプレイなど

があり，それ以外にも，ライダー (LIDAR : Light Detection And Ranging)や光無線通

信，光無線インターコネクトなどへも必要となっている． 

 

・ライダー 

 

ライダーは光ビームを用いて遠隔測定を行う測定法(あるいは，測定装置)であり，出射

された光は対象の物体に衝突し，散乱される．この光は再びライダーで受光され，この

光を分析することにより対象物体の性質を把握する[2]．ライダーはレーダと同じ原理

で動作するが，ライダーに使用されるビームの波長 (400~1550nm) がレーダに使用さ

れるビームの波長 (2mm~100m) より短いため，高分解度を持つ特徴がある．このよ

うな特徴によりライダーは大気の測定，深浅計量のような科学的測定以外にも，軍事用

途としての化学物質と生物センシング[3,4]など様々な分野で使用されている．ライダー

では，出射する光の向き制御が重要であり，光偏向素子は必須となる．またコンパクト

なサイズで高速偏向可能な光偏向素子は、高速測定および様々な環境下での測定を可能

とするため，ライダーの高性能化に向けて不可欠である． 
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Table 1.1 : Comparison between Radio and IM/DD for indoor wireless 

communication. 

 

・光無線通信 

 

光無線通信は RF(Radio Frequency)波の代わりに赤外光を使用し，これにより次のよ

うないくつかのメリットを持つ．高速動作が可能な光源と検出器が安価に利用できる．

そして RF波は使用できる周波数帯域が制限されているが，赤外光の場合は，より広い

周波数帯域が使用可能である．また，赤外光を含めた光は，壁のような障害物を貫くこ

とができないため，送信された赤外信号はその部屋でしか利用できない．それによって，

よりセキュリティの高いサービスが可能となる．その一方で，光無線通信では，部屋内

に存在する様々な明光が受信器のノイズとして働くため，十分な信号対雑音比を確保す

る上で課題もある．Table 1.1 に RF 波による光無線通信と赤外光を用いた

IM/DD(Intensity Modulation with Direct Detection)光無線通信との比較を表す． 

効果的な光無線通信を行うために，様々なリンク方式が提案されているが，送受信器の

指向性の程度によって大きく三つに分類される．送受信器両側に指向性も持つリンクが

必要な Directed リンクと両側とも指向性を必要としない Nondirected リンクそして，

送信側のみ指向性を持つ Hybrid リンクがある．更に，Fig．1.1 に示したようにこれ

らの方式は送信光を受信する際に，反射を利用の有無によって LOS(Line of Sight)リン

ク，Non-LOSリンクに分類される[5]．この分類の中で Directed LOSリンクは経路が

妨げられてなければ数 Gbps の高速の無線通信が可能となる[6]．このような Directed 

LOS リンクにおいて，光偏向素子は欠かせない重要な役割を果たす．また，低消費電

力，高精密無線通信のためには，高速かつコンパクトな光偏向素子が必要になると考え

られる． 

 

・光無線インターコネクト 

 

マイクロプロセッサの集積度は，技術の進歩によりムーアの法則に従い，指数的に上

昇している．しかし，現在の金属線を用いたチップ間配線技術は，微細化に伴うスケー

ラビリティが得られないため[7]，チップの高性能化を行う上でのボットルネックと 
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Fig．1.1 : Classification of simple infrared links． 

 

なっている．光インターコネクトはこのような問題を解決する方法として期待され，

様々な研究が行われている．特に Fig．1.2に示した光無線インターコネクト(FSOI : 

Free Space Optical Interconnect)は，低遅延性，高エネルギー効率，そして，広帯域

性などのメリットを持つ[8]．光無線インタコネクトネットワークを構成する上で重要

な技術の一つとして，コンパクトかつ高性能な光偏向素子が必要とされる． 

 

 上記のように，ライダー，光無線通信，光無線インターコネクトなどでの領域では，

コンパクト，高速偏向，低消費電力などの特性を有する高性能光偏向素子への要求が高

まっている．それに伴い，従来の光偏向素子とは異なる光偏向素子の研究が近年活発に

行われている． 

 

1.2 光偏向素子の先行研究 

 

現在，広く実用化している光偏向素子では，反射ミラーを用い，そのミラーを機械的

に動かすことによって偏向を行っている．その代表的な例が Fig. 1.3のポリゴンミラー

とガルバノメータスキャナである． 

ポリゴンミラーでは円周上にカットして研磨された複数のミラーを配置し，一方向に

連続的に高速回転させて光を偏向させる．ポリゴンミラーはガラス板やアルミ板を回転

軸に平行な正多面体にカット，研磨，コートすることによって各面に反射面を施したミ

ラーである．ポリゴンミラーはミラーの面数とモータの回転速度によってポリゴンミラ

ーの最大偏向角と最大周波数が決まり，現在最大周波数は 60kHz まで可能となってい

る．しかし，モータの回転に依存しているため，ランダムアクセスは不可となっている． 

ガルバノメータは電流計の一種あり，電磁誘導を利用し，金属の針を動かすことで， 
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Fig．1.2 : Schematic view of the FSOI [9]．  

 

その電流値を表示する．ここで，金属の針を反射ミラーに変えたのが，ガルバノメー

タスキャナ(もしくは，ガルバノスキャナ)である．ガルバノメータスキャナは可動コイ

ルの軸にミラーを取りづけ，電気信号に応じて回転角を制御している．ポリゴンミラー

と同様に機械的にミラーを動かすことで入射された光を偏向するが，電気信号による駆

動制御が可能な点がポリゴンミラーとは違う．ガルバノメータスキャナの高速化は，ガ

ルバノメータの反復共振運動によって実現される．この共振型では，±12°程度の偏向

角が得られており，最大周波数は 8kHz程度である．また，ガルバノメータスキャナで

は，クローズドループ(closed loop)によるフィードバック(feedback)制御も行われてい

る [9]．ポリゴンミラーとガルバノメータスキャナは反射ミラーで光を偏向するため，

光の偏向効率が高く，スキャンできる角度が大きいというメリットを持つ．しかし，高

精度の制御を実現するためには，高精度の回転システムが必要になり，系全体が複雑，

高価になる．また，機械的に駆動させるため，高速スキャンや，小型化が不可能で，振

動に弱く，機械的な動作による加速度に制限があるなど様々な弱点も存在する [10]． 

さらなる光偏向素子の高性能化のため，様々な光偏向素子の研究が行われおり，ここ

で，一部の先行研究を紹介する． 

 

                (a) Polygon mirror              (b) Galvanometer scanner 

Fig．1.3 : Polygon mirror and galvanometer scanner. 
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1.2.1 MEMS光偏向素子 

 

 MEMS (Micro Electro Mechanical System) 光偏向素子では，多数のマイクロミラ

ーをアレイ化した DMD (Digital Micromirror Device)で偏向を行う．この方式では，

二つの作用で光を偏向する．その一つが個々のミラーを傾けるチルト作動であり，もう

一つがマイクロミラーを上下に動かして隣接するマイクロミラー間の位相制御をする

ピストン運動である．このような二つの作動をするマイクロミラーを TTP(Tip Tilt 

Piston)マイクロミラーと呼ぶ． 

TTP マイクロミラーアレイはアクチュエータを動かす方式によって，静電作動型と

電熱作動型に分けられる．静電作動型の場合は，電熱作動型に比べ，動作速度が速く，

消費電力が少ないというメリットを持つが，作動角度が小さく，作動電圧が高いという

デメリットがある．MEMS 光偏向素子は，入射された光を反射させることにより光偏

向が可能となり，TTP マイクロミラーアレイの場合，±10°以上の大きな偏向角度が得

られるため，大きな偏向角度が必要なところに応用が可能である．その一方で，機械的

な動きに依存するため，偏向速度は数百 kHz程度である[11,12]． 

 

1.2.2 液晶フェーズドアレイ光偏向素子 

 

ディスプレイに広く使用されている液晶 (LC : Liquid Crystal) は，電圧を印加する

と液晶内の分子が回転し，液晶内で屈折率変化が起こる．その結果，入射された光の位

相変調が可能となる．液晶フェーズドアレイ光偏向素子では，電圧を印加する電極をア

レイ化したフェーズドアレイ (Phased Array : PA) 方式を用いる．それぞれの電極にお

いて光の位相を変調することで，光偏向が可能となる．Fig．1.4(a)はネマティック液晶

を用いた液晶フェーズドアレイ光偏向素子を模式的に示した図である．液晶フェーズド

アレイ光偏向素子での偏向速度を決める要因としては，印加電圧オンの時，分子が回転

するまでの時間(turn-on time)と印加電圧オフの時，分子が元の状態に戻るまでの時間

(turn-off time)がある．この turn-off timeと turn-on timeは次式として表される． 

 

Turn-off time ∶ τd 

τd =
t2γ

kπ2
 Eq. (1.1) 

(t : 液晶の厚さ，γ : 粘度，k : 有効弾性係数) 
Turn-on time : τr 

τr =
τd

[(
V
Vt
)
2

− 1]

 
Eq. (1.2) 

(V : 印加電圧，Vt : 閾電圧) 
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Eq. (1. 1)，(1. 2)より偏向速度はτdに支配される．また，Eq. (1. 1)よりτdは液晶の厚

さ tに二乗に比例し，高速化のためには，tを小さくする必要がある[13]．しかし，tを

小さくすると位相変調量が小さくなり，十分な位相変調ができなくなる．そのため，一

般的にネマティック液晶を用いた偏向素子の切り替え速度は，msオーダーとなる[14]． 

大きな位相変調量を保ちつつ tを小さくする方法として，液晶にポリマーを混ぜる方

法が研究されている．液晶にモノマーを混ぜ，UV照射で液晶ポリマーの混合物を形成

し，そこに力を加えることで，ストレスド液晶(Stressed Liquid Crystal : SLC)が形成

される．(Fig．1. 4(b)) このように形成された SLCはネマティック液晶に比べ，有効屈

折率変化が大きいため，厚さを薄くしても，十分な位相変調が可能になる．SLC を用

いることで，はτdはを 30sまで高速化した成果が報告されている[15]． 

液晶フェーズドアレイ光偏向素子は低コストで作製ができるメリットを持つが，偏向

角度が大きくなると偏向効率が急激に低下するデメリットを持つ [13]． 

 

1.2.3 Siフェーズドアレイ光偏向素子 

 

 Si上で作製されるSiフェーズドアレイ光偏向素子では，スターカプラもしくは，MMI 

(Multi-Mode Interferometer)などを用いて入射された光を各導波路アレイに分岐し，

各導波路アレイでの光を変調することにより偏向を行う．この偏向素子の特徴としては，

コンパクトなサイズと集積化可能ということである．  

この光偏向素子では，回折格子カプラ(grating coupler)を導入することで，基板垂直

方向への偏向が可能になり，光の位相制御と併せて波長も制御することで 2次元の偏向

が可能になる．θ方向(導波路軸に平行)とψ方向(導波路軸にに垂直)偏向には，次式が成

り立つ． 

sinθ =
Λneff − λ0
nctΛ

 Eq. (1.5) 

(Λ : 回折格子の周期，neff : 有効屈折率，nct : 空気の屈折率，λ0 = 1550nm) 

              

 (a) A nematic liquid crystal cell           (b) Schematic drawings of a SLC cell 

Fig．1.4 : Nematic LC cell and SLC cell． 
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sinψ =
λ0ϕ

2πd
 Eq. (1.6) 

(ϕ: 各導波路アレイ光の位相差，d : 回折格子の間隔) 
 

光の波長を変えると有効屈折率neffが変化し，Eq. (1.5)によってθ方向偏向への偏向が

可能になる．また，回折格子カプラに入る光間の位相差を調整すると Eq. (1.6)によりψ

方向偏向が可能になる [16]． 

Si フェーズドアレイ光偏向素子は各導波路アレイの上に屈折率変調のための電極を

形成する．この電極に電流を流すと電極下に熱が発生し，熱光学効果 (Thermo-optic 

effect) により電極下での導波路の有効屈折率が変化されることで屈折率変調が行われ

る．この関係を式に表したのが，次式である [17]． 

 

∂n

∂T
= 1.86 × 10−4K−1 Eq. (1.7) 

(n : 電極化での導波路の有効屈折率，T : 絶対温度) 

 

Siフェーズドアレイ光偏向素子は電極の形によって，単電極タイプとマルチ電極タイ

プに分かれる． 

 

・単電極タイプ Siフェーズドアレイ光偏向素子 

 

[16]の単電極タイプ Si フェーズドアレイ光偏向素子では，入射された光を 15 個の

MMIを用い，16個の導波路アレイへ分岐する．このように分岐された光は電極により

形成された変調部を通過するようになる．ここで使用される電極はらせん電極から形成

された三角形電極であり，電流を流すと三角形の熱プロパイルにより各導波路アレイに

リニアな位相差を与えることが可能となる．こちらのタイプは電極が一つしかないため，

電流制御が用意にできるメリットがある一方で，同時に流せるパワーに制限があること

やそれぞれの導波路アレイの独立制御が出来ないというデメリットが存在する．また，

この光偏向素子では，3.95mAの電流を流して 2.3°の偏向角が得られ，入射する光の波

長を 1500nmから 1600nmまで変化させ，14.1°の偏向角が得られる． 

 

・マルチ電極タイプ Siフェーズドアレイ光偏向素子 

 

[18]のマルチ電極タイプ Si フェーズドアレイ光偏向素子では，角導波路アレイへの

独立位相制御をするために独立した電極を並列に配列する．入射された光は，スターカ

プラによって 16 個の導波路アレイに分岐される．ここで，サイドローブの抑制のため

にスターカプラが使用されている．位相変調部では，各導波路アレイ上には独立制御が
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できる電極が形成されており，それぞれ位相変調された光により，ψ方向の偏向を行い，

Fig．1.8 (a)と同様に波長を制御することで，θ方向の偏向を行っている．この光偏向素

子では，位相制御により，最大 18 °の偏向角が得られ，1520 nmから 1580 nmまで波

長を変化させることによって，6.7 °の偏向角が得られる． 

Si フェーズドアレイ光偏向素子は，高屈折率差導波路を利用するため，コンパクトな

素子製作が可能であり，回折格子の形成が容易である．一方，Si は間接遷移型半導体で

あるため，光源との集積が困難である．また，数百 MHz 以上の高速偏向を行うには，

キャリア注入効果を用いる必要があるが，一般的に，シリコンなどの間接遷移型半導体

のキャリア変調効果は，直接遷移型半導体に比べて小さいため，駆動電力が大きくなっ

てしまうという欠点がある． 

 

1.2.4 その他の 光偏向素子 

 

上記に紹介した光偏向素子以外にもいくつかの光偏向素子が存在する．ここで，いく

つかの研究例を紹介する． 

 

・KTN結晶光偏向素子 

 

KTN結晶はカリウム(K)，タンタル(Ta)，ニオブ(Nb)から構成された酸化物で，化学

式では，KTa1-xNbxO3で表される．この KTN 結晶は電圧をかけると屈折率が変化する

電気光学効果が大きな材料である．この結晶に電極を形成し，適切な電圧をかけること

で結晶内を通る光にリニアな位相遅れが与られ，その結果として光偏向が可能となる．  

KTN 結晶光偏向素子はコンパクトでシンプルな構造になっているが，偏向時に必要

となるバイアス電圧が高く，±7.16 °の偏向角を得るためには，±250 Vのバイアス電圧

が必要となる [19]． 

 

 

Fig．1.5 : KTN crystal type optical beam steering device． 
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Fig．1.6 : Schematic of the MLA type optical beam steering device. 

 

・マイクロレンズアレイ光偏向素子 

 

マイクロレンズアレイ (MLA : Micro Lens Array) 光偏向素子は，3段組みのMLA

から構成される．Fig．1.7 のように最初の MLA を通過した光は焦点距離 f のところで

フォーカスされ，フォーカスされたところから焦点距離 fだけ離れてあるところにMLA

を１段目のレンズ中心からx だけ移動させることにより，最後の MLA の通過光は偏

向されるようになる．ここで 2番目のMLAは最初MLAを通過した光が効果的に最後

のMLAに入るように調整する役割をする[20]． 

MLA 光偏向素子では，焦点距離 f を調整することで広角な偏向も可能となる．しか

し，可動部があるため偏向速度が制限される上に，多段のMLAを使用するため，MLA

による光の散乱，反射，吸収が大きくなり，偏向を効率が下がるなどのデメリットがあ

る[13]． 

 

 

Fig．1.7 : Diagrams of basic operation of an electrowetting prism． 
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Table．1.2 : The characteristics of each optical beam steering device. 

 

 

・エレクトロウェッテイング(Electrowetting) 光偏向素子 

 

 この光偏向素子では，ボックス中に屈折率が小さい水と屈折率が高いオイルを入れて

プリズムとして使用する．ボックスの両側に電圧をかけると Fig．1.12のように水とオ

イルの境界面が傾くようになり，このボックスに入射された光も偏向されるようになる．

最大偏向角度は±45 °であり，偏向速度は ms オーダーである [21,22]． 

 ここで紹介された様々な光偏向素子の特性のまとめを Table．1.2 に示す． 

 

1.3  InPフェーズドアレイ光偏向素子 

 

様々な研究例の中，Si-フェーズドアレイ 光偏向素子は，コンパクトなサイズで集積

化可能等の様々なメリットを持つ．しかし，上記で説明した通り，Siは間接遷移型半導

体であるため，光源との集積が困難であり，キャリア注入効果を用いる場合，一般的に，

シリコンが間接遷移型半導体ため，駆動電力が大きくなってしまうという欠点がある． 

一方，InPは直接遷移型半導体であるため，光源との集積が容易となり，低駆動電力

でキャリア注入効果が得られる．そこで，InPは高性能通信用半導体光デバイスの材料

として良く用いられる．特に，InP上でフェーズドアレイを用いた光スイッチの研究が

行われており[23]，この光スイッチは低波長依存性，高速動作速度，低消費電力などの

様々なメリットを持っている． 

近年，InP上でのフェーズドアレイ光偏向素子を作製する研究も行われているが[24]，

InP-フェーズドアレイ光偏向素子の研究が初期段階であるため，素子構造の改善などに

より，更なる高性能 InP-フェーズドアレイ光偏向素子の作製が可能となると考えられ

る． 
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1.4 InP上の垂直出射光カプラ 

 

InP フェーズドアレイ光偏向素子は上記のようにコンパクトなサイズで高速偏向，光

源との集積可能などの様々なメリットを持つ．また，光無線通信や光インターコネクト

などへの応用を考えると偏向された光を基板垂直方向へ取り出す光カプラが必要とな

る．Si フェーズドアレイ光偏向素子の場合，グレーティングカプラにより垂直方向へ光

の出射が行われているが，InPフェーズドアレイ光偏向素子では，InP/InGaAsPの低屈

折率差導波路を用いるため，長いグレーティングカプラを設けないと効果的に光を取り

出せない．このような問題を解決する方法としてコア上下のクラッドを除去した薄膜型

グレーティングカプラと斜めエッチングより形成された反射ミラーを用いた斜めグレ

ーティングカプラが考えられる[25,26]． 

 薄膜型グレーティングカプラは，グレーティング部分の上下クラッドの InP を除去

したものである．これにより，グレーティング部分は空気クラッドになるため，高屈折

率差が得られ，グレーティングの長さを短くしても (12m)，40%の光が取り出せる．

しかし，プロセスが複雑であり，機械的な特性が良くない[25]． 

 斜めグレーティングカプラは，斜めにエッチングされた部分が反射ミラーの役割を果

たすため，より効率的に垂直方向へ光を取り出すことが可能となる．このグレーティン

グカプラは一回の InPエッチングプロセスで製作可能で，コンパクトなサイズ (10m)

を持つが，カップリング効率が最大で 18%であるため，構造の最適化が必要となる [26]． 

 

1.5 研究の目的及び論文の概要 

 

本研究では，次世代の高速光センシングや光無線通信の応用にむけた光偏向素子の実

現を目的とし，これまでに開発が進められてきた InPフェーズドアレイ光スイッチ[23]

を応用した高速でコンパクトな InP フェーズドアレイ光偏向素子を提案・実証する．

さらに，偏向させた光をオフチップ方向に出射させるための構造として斜め反射ミラー

を用いた垂直出射光カプラを提案する．そして，斜めミラー構造を上記 InP フェーズ

ドアレイ光偏向素子と容易に集積できる作製法について検討し，垂直カプラの試作・評

価を行う． 

 面内 1 次元光偏向素子と斜め反射ミラーを用いた垂直方向出射光カプラを集積する

ことで，高効率のオフチップ 1次元光偏向素子が実現できると期待される．また，将来

的な目標として，この光偏向素子をアレイ化するか，もしくは，斜めミラーを用いたグ

レーティングカプラを形成することでオフチップ 2 次元偏向が可能となる高性能素子

の実現を目指す．(Fig．1.8) 

本章では，序論として，研究の背景と研究例，そして研究目的を述べた．第 2章から

第 4 章までは面内 1 次元光偏向素子について述べる．第 2 章では，面内 1 次元光偏向
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素子の動作原理および設計論を，第３章では，面内 1次元光偏向素子の作製プロセスを

説明し，第 4章では，作製された光偏向素子の特性評価を行う．第 5章では，斜め反射

ミラーを用いた垂直出射光カプラについて述べる．第 6章では，本研究を結論を述べる． 

 

(a) 2 dimensional off chip PA optical beam steering deivce arrays 

 

(b) off chip PA optical beam steering device having slanted grating couplers 

Fig．1.7 : Schematic of the proposed devices using PA optical beam steering device. 
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第2章 面内1次元光偏向素子の動作原理及び設計論 

  

この章では，素子設計に必要になる理論について述べる． 

 まず，フェーズドアレイ光偏向素子の動作原理について説明し，光導波路上でのモー

ドの伝搬について述べる．そして，デバイスの各成分の設計方向について述べた後，2

次元のビーム伝搬法を説明し，それを用いてデバイスの出射端での特性を確認する． 

 次に，設計されたフェーズドアレイ光偏向素子の形を紹介し，まとめを簡単に述べる． 

 

2.1 フェーズドアレイ光偏向素子の動作原理 

 

Karl Ferdinand Braunによって考案されたフェーズドアレイ[27]は Fig．2.1(a)に示

したようにそれぞれの強度と位相情報を持った各アレイでの成分を合わせて，電磁波の

空間の分布を制御するシステム，もしくはその要素であり，フェーズドアレイアンテナ

アレイ，光スイッチ，光偏向素子などに使用されている．アンテナアレイで使用された

フェーズドアレイは，その後，光導波路を用いたデバイスへも使用されるようになり，

AWG (Array Waveguide Grating) のように波長選択によってポート選択ができる光

スイッチ [28]やフェーズドアレイ光スイッチ [23]のように屈折率変調によるダイナミ

ックなポート選択が可能なスイッチなどに広く用いられている． 

フェーズドアレイを用いた光偏向素子は Fig．2.1(b)に示したように，元の回路から

入ってきた信号はそれぞれのアレイで位相変調される．この際，各アレイでの位相間に

はの位相差を持ち，このようなリニアな位相が与えられたアレイでの信号が出射端で

合波されると各アレイ信号の干渉現象により，方向へ偏向されるようになる． 

本研究対象のフェーズドアレイ光偏向素子も同様な原理で動作する．入射された光を

InPクラッド，InGaAsPコアから構成される導波路に閉じ込め，この導波路での光は，

スターカプラにより各導波路アレイへ分岐され，この分岐された光は，屈折率変調 

 
(a)                           (b)  

Fig．2.1 : Explanation of a PA device．(a) General principle of operation of a PA device, 

(b) Beam steering at PA antenna. 
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することで位相変調される．また，屈折率変調は，電流注入により行われており，電流

注入を行うために，p-i-nダイオード構造が設けられている．この p-i-nダイオード構造

に電流を注入するとキャリアプラズマ効果，バンドフィリング効果等が働き [29]，こ

れらの効果により屈折率が変化する．電流注入による位相変調速度は ns オーダーで 

[23]，高速な光偏向を可能とする．このように位相変調された光は，出射端のスラブで

合波され，合波された光は，空中伝搬するようになり，その結果，空中での光偏向が可

能となる． 

 

2.2 光導波路上でのモード伝搬 

 

 光は，Snell の法則により屈折率が異なる物質に入射されると屈折・反射が生じる．

特に，屈折率が高い物質から低い物質へ入射するとき，入射角がある一定以上になると

入射された光が全て反射する全反射現象が生じる．光導波路では，屈折率の高いコアの

周囲に屈折率の低いクラッドを設け，全反射現象により光を閉じ込め，コアに沿って，

光を伝搬させる．このような導波路はスラブ導波路と呼ばれる．更に導波路として使用

する部分以外のクラッドやコアを除去するとクラッドが除去されてない中心の部分の

等価屈折率が周辺より高くなり，基板に対し横方向への光閉じ込めが可能となる． 

本研究の対象である InP 系導波路では，クラッドとして屈折率が 3.169 の InP を使

用し，コアとしては屈折率 3.4でバンド端の発振波長が 1.37 mの Q1.37 (Quaternary 

1.37) InGaAsPを使用した．ここでは，スラブ導波路での光の伝搬をマクスウェルの方

程式より解析する [30]． 

光を含めた電磁波は以下のマクスウェルの方程式を従う． 

 

∇ × 𝐄 = −
∂𝐁

∂t
 Eq. (2.1) 

∇ × 𝐇 = 𝐉 +
∂𝐃

∂t
 Eq. (2.2) 

∇ ∙ 𝐁 = 0 Eq. (2.3) 

∇ ∙ 𝐃 = ρ Eq. (2.4) 

 

ここで，E : 電場 (V/m)，H : 磁場 (A/m)，D : 電束密度 (C/m2)，B : 磁束密度 (T)，

J : 電流密度 (A/m2)， : 電荷密度 (C/m3)である．また，光導波路では，電荷が存在し

ないので，，J=0となり，Eq. (2.1)と Eq. (2.2)が光導波路解析に必要となる． 

光導波路のようにコア(屈折率 : n1)，クラッド(屈折率 : n2) が伝搬方向 (z軸) に対

して一様な方形光導波路での電場 eと磁場 h は次式で表される． 
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𝐞(r, t) = 𝐄(x, y)exp [j(ωt − βz)] Eq. (2.5) 

𝐡(r, t) = 𝐇(x, y)exp [j(ωt − βz)] 
Eq. (2.6) 

ただし，: 角周波数， : 伝搬定数 

 

 Eq. (2.5)と Eq. (2.6)をそれぞれ Eq. (2.1)と Eq. (2.2)に代入すると次式のようになる． 

∂Ez
∂y

+ jβ𝐸y = −jωμ0𝐻x Eq. (2.7) 

−jβEx −
∂Ez
∂x

= −jωμ0Hy 
Eq. (2.8) 

∂Ey

∂x
−
∂Ex
∂y

= −jωμ0Hz Eq. (2.9) 

∂Hz
∂y

+ jβ𝐻y = jωε0n
2Ex Eq. (2.10) 

−jβHx −
∂Hz
∂x

= jωε0n
2Ey Eq. (2.11) 

∂Hy

∂x
−
∂Hx
∂y

= jωε0n
2Ez Eq. (2.12) 

ただし，真空での透磁率，0 : 真空での誘電率，n : 屈折率 

 

Fig．2.2 に示したような z 方向へ光が伝搬する多層スラブ構造を仮定し，媒質は x 方

向に対して一様とすると，Eq. (2.7)~ Eq. (2.12)で∂/ ∂x=0とおける．従って， 

 

∂Ez
∂y

+ jβEy = −jωμ0Hx Eq. (2.13) 

−jβEx = −jωμ0Hy Eq. (2.14) 

−
∂Ex
∂y

= −jωμ0Hz Eq. (2.15) 

∂Hz
∂y

+ jβHy = jωε0n
2Ex Eq. (2.16) 

−jβHx = jωε0n
2Ey 

Eq. (2.17) 

−
∂Hx
∂y

= jωε0n
2Ez Eq. (2.18) 



が得られる．
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Fig．2.2 : Multilayer slab optical waveguide． 

 

上の関係式は，Eq. (2.14)，(2.15)，(2.16)から成り立つ[Ex，Hy，Hz]と，Eq. (2.13)，

(2.17)，(2.18)から成り立つ[Hx，Ey，Ez]の独立な波動を表している．また，前者は TE 

(Transverse Electric) モードと呼ばれ，後者は TM (Transverse Magnetic) モードと呼

ばれる．また，Eq. (2.15)の両辺に∂/ ∂yをかけ，他の TEモードに関する関係式を用い

ると，次のような波動方程式が得られる． 

 

∂2Ex
∂y2

+ (k2 − β2)Ex = 0 Eq. (2.19) 

ただし，k=k0n (波数)，k0= ω√𝜀0𝜇0 (真空での波数) 

 

同様に，TMモードに関しても波動方程式が得られる． 

∂2Hx
∂y2

+ (k2 − β2)Hx = 0 Eq. (2.20) 

 

 一方，Fig．2.2 のようなスラブ導波路で，i 層目での TE モードの Ex，TM モードの

Hxは Eq. (2.19)，(2.20)の一般解として次のように表される． 

 

{
Exi
Hxi

= Ai exp[−jkyi(y − yi)] + Bi exp[jkyi(y − yi)]   (i=1,2,3,⋯N) 

kyi =

{
 

 √ki
2 − β2  (ki > βの時)

j√β2 − ki
2 (ki < βの時)

     (ki = k0ni) 

Eq. (2.21) 

 

また，1層とN層で電磁界が吸束する条件と，各層間で電磁界が連続する条件はそれぞ
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れ次式のようになり，これらを用いると Eq. (2.21)での Ai，Biが Eq. (2.24)のように計

算できる． 

B1=AN=0 
Eq. (2.22) 

Exi=Exi-1 (TE mode)，Hxi=Hxi-1 (TM mode) 
Eq. (2.23) 

(𝐴𝑖
𝐵𝑖
) = (

𝐶𝑖1 𝐶𝑖2
𝐶𝑖3 𝐶𝑖4

) (𝐴𝑖−1
𝐵𝑖−1

)  (i=1,2,3, ⋯N-1) 

Ci1 =
kyi + kyi−1mi

2

2kyi
exp[−jkyi−1ai−1] 

Ci2 =
kyi − kyi−1mi

2

2kyi
exp  [jkyi−1ai−1] 

Ci3 =
kyi − kyi−1mi

2

2kyi
exp  [−jkyi−1ai−1] 

Ci4 = 
kyi + kyi−1mi

2

2kyi
exp [jkyi−1ai−1] 

mi = {
1                                  ( TEモード)

ni ni−1⁄                         ( TMモード)
 

Eq. (2.24) 

 また，N層での yの連続条件により，次のようになる． 

(
𝐵𝑁
𝐵𝑁
) = (

𝐶𝑁1 𝐶𝑁2
𝐶𝑁3 𝐶𝑁4

)(
𝐴𝑁−1
𝐵𝑁−1

) = (
𝐶1(𝛽)

𝐶2(𝛽)
) (
𝐴1
𝐴1
) 

CN1 = exp[−jkyN−1aN−1] 

CN2 = exp  [jkyN−1aN−1] 

CN3 = −
kyN−1mN

2

kyN
exp  [−jkyN−1aN−1] 

CN4 = 
kyN−1mN

2

kyN
exp [jkyi−1ai−1] 

mN = {
1                                  ( TEモード)

nN nN−1⁄                         ( TMモード)
 

Eq. (2.25) 

 

Eq. (2.25)により，Eq. (2.26)を満たすを求めると各層での電磁界分布が求められる． 

C1(β) − C2(β) = 0 
Eq. (2.26) 

kyiが実数となるところがコアとなり，Eq. (2.26)の解はコアとクラッド間の屈折率差，

コアの厚みにより，複数存在する場合がある．Eq. (2.26)の解が一つのみ (基本モード)

存在するためには，適切な層構造が必要になる．そこで，本研究では，Table．2.1 の

ように InPクラッドの間に，厚み500 nmの InGaAsPコアを挿入した構造を使用した．

このときの基本モードの分布を Fig．2.3に示す． 
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(a) Basic mode distribution                (b) Refractive index in the substrate 

Fig．2.3 : Basic mode distribution and refractive index in the used substrate. 

 

2.3 デバイスの設計 

  

2.3.1 リッジ導波路の設計 

 

Fig．2.3 のようなスラブ導波路を利用すると層構造方向に対しての光の閉じ込めが

可能となる．また，一定幅を持ったスラブ導波路の両側クラッドを除去すると基板に平

行な方向への光閉じ込めが可能となり，本研究では，このような 2次元閉じ込めが可能

な導波路を用いている．ここでは，導波路の設計方法について説明する． 

 Fig．2.4 のようにリッジ(Ridge)型導波路を領域 I，II に分けて等価屈折率法を用い

て導波路設計を行う．Eq．2.26 でβを求めると，Eq．2.27 によって等価屈折率を求め

ることが可能である．等価屈折率法では，等価屈折率 (neff) を用いて波動方程式を解く

ことによって導波路での電界を解析する [30]． 

 

neff =
β

k0
 Eq. (2.27) 

 
Table．2.1 : Epitaxial design of the phased array beam steering device 
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Fig．2.4 : Ridge type waveguide for the effective refractive index method. 

 

Fig．2.4の構造での電界 Exの波動方程式は次式のように表される． 

 

∂2Ex
∂x2

+
∂2Ex
∂y2

+ (k0
2n(x, y)2 − β2)Ex = 0 Eq. (2.28) 

 

ここで，Exが x，yに対して変数分離できると仮定する． 

 

Ex = Ψx(x)Ψy(y) Eq. (2.29) 

 

Eq. (2.29)をEq. (2.28)に代入し，yに対する等価屈折率 neff(x)を導入するとEq. (2.30)

が得られる． 

 

1

Ψx

∂2Ψx
∂x2

+
1

Ψy

∂2Ψy

∂y2
+ (k0

2n(x, y)2 − k0
2neff(x)

2 + k0
2neff(x)

2 − β2) = 0 Eq. (2.30) 

 

Eq. (2.30)はΨxに関する式とΨyに関する式に分類でき，Ψxに関する式を表すと Eq. 

(2.31)となる． 

 

+
1

Ψx

∂2Ψx
∂x2

+ (k0
2neff(x)

2 − β2) = 0 Eq. (2.31) 

 

 領域 I，II での (TE モードの) 有効屈折率をそれぞれ neff<I>，neff<II>とすると Eq. 

(2.31)は Fig．2.4の右側に示したような 2次元導波路の波動方程式と同じ形になる．従

ってスラブ導波路での伝搬を解析した方法と同様な方法でβが求められる．また，この 
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Fig．2.5 : The waveguide used in the research. 

 

場合でも，コアの幅によって複数のβが存在できる． 

 本研究では，基本導波路として，Fig．2.5に示したようなクラッドと幅 2mのコア

を持った導波路を使用する．このような導波路を用いると，neff<I>=3.315 で ,  

neff<II>=3.245 となる．この場合，0 次と 1 次モード，二つのモードが存在するが，導

波路作製時の作製誤差と導波路側面のダメージへの耐性を高めるため，基本モードのみ

存在する幅より広く設計する．また，入力側では，ファイバから入射される光が導波路

に結合されるが，この際，ファイバと導波路間のモード不整合による影響を低減させる

ため，入力側導波路の幅は 5 mにした． 

曲線導波路を通ったモードは Fig．2.6(a)のようにその中心位置が外側へずれる．そ

のため，曲率半径が小さい曲線導波路の直後に直線導波路が置かれてある場合では，曲

がりにより生じる放射損失と共に曲線導波路と直線導波路間のモード不整合による放

射損失が問題となる．このような問題を克服する方法としては，Fig．2.6(b)のようにモ

ードフィールドパターンができるだけ一致するように直線導波路の中心軸を移動させ

る方法や曲線導波路の半径を十分大きくする方法がある [31]．本研究では，設計の簡

単化のため，後者を用い，曲線導波路の最小曲率半径 Rmin=500 mとした． 

 

       (a) Mode mismatching          (b) Mode matching 

Fig．2.6 : Mode matching between curved waveguides and straight waveguides. 
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各導波路アレイに位相変調を行うためには，電極を通じて導波路に電流を注入する必

要がある．本研究では，位相変調するための直線導波路領域を設ける．この領域では，

単位長さあたりの導波路の位相変調量を増やすために導波路幅を 4 mに広げた．また，

位相変調時に隣接する導波路から拡散された熱の影響を抑え，作製誤差などへも耐えら

れるように各導波路アレイの間隔は 30 mとした． 

 導波路の幅を急に変更すると接続部での放射損失が大きくなり，このような影響を抑

えるため，テーパー(taper)導波路を用いており，本研究では，その長さを 100 mとし

た． 

 

2.3.2 スターカプラの設計 

 

 一つの入力導波路から入って来た光を多数の導波路アレイへ分布させる方法として，

スラブ導波路を用いて回折させる方法が主に用いられる．このようなスラブ導波路はそ

の形によって，大きくMMIカプラとスターカプラ (star coupler) に分類される．Fig．

2.7(a)のような MMI カプラでは，入力導波路から入って来た光をスラブ導波路に回折

させ，多数のモード間で起こる干渉現象を用いて光を分岐し，フェーズドアレイ光偏向

素子では，主に二つの出力導波路に均等に光を分岐する 3 dB MMIカプラが使用され，

この 3 dB MMIカプラを多段に使用することで，各導波路アレイへ均等に光を分けら

れる．Fig．2.7(b)に示したスターカプラでは，入力導波路はローランド円上にあるスラ

ブ導波路の入射端に繋がり，フラウンホーファー回折 (Fraunhofer diffraction) により

回折された光は出力側の導波路に結合される．スターカプラで回折された光はガウシア

ンビーム形に近いため，分岐された光の強度は，中心部が高く，外側が低くなる． 

 フェーズドアレイ光偏向素子の出射された光のパターンは光の分岐方法に影響を受

ける．同数の導波路アレイへ光を分岐する場合を想定すると，スターカプラを使用して

光を分岐すると外側への光強度が低いため，多段の 3 dB MMIカプラによって光が均

等に分岐される場合に比べて，実効的なアレイの数が少なくなる．フェーズドアレイ光

偏向素子の出射端の光の半値幅 (FWHM : Full Width at Half Maximum) はアレイの

数が多くなると小さくなり，スターカプラを使用すると 3 dB MMIカプラを使用する

ときより，半値幅が大きくなる [13]．しかし，スターカプラを使用すると 3 dB MMI

カプラを使用したときより，サイドローブを 10 dB 以上低減させることが可能である 

[18]．本研究では，測定を妨げるサイドローブの低減を優先に考慮し，スターカプラを

用いて設計を行った． 

 スターカプラを設計する際，必要になる主なパラメータとしては，スターカプラの半

径 (R) とカプラ出力側導波路間のピッチ (x) である．まず，R はスターカプラの大き

さを決めるパラメータである．Rの値が大きいとカプラでの伝搬距離が長くなり，その

結果広いビーム形が得られ，Rの値が小さいときは，その広がりが小さくなる．xは，  
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             (a) MMI coupler                (b) Star coupler 

Fig．2.7 : Beam splitter using slab waveguide. 

 

隣接する導波路間の距離を表すパラメータであり，この値が大きすぎると導波路間で結

合されずに損失になる光の成分が大きくなるため，ある程度小さくする必要があるが，

プロセスの限界を考慮する必要がある．これらを考慮し，本研究では，x=3 mとし，

その時の Rは 163 m (導波路アレイ数 n=14の場合) とした．(Fig．2.8) 

 

2.3.3 フェーズドアレイ光偏向素子の全導波路設計． 

 

 フェーズドアレイ光偏向素子では，電流注入による屈折率変調を用いて位相差を与え

る．位相変調は電流注入する領域のみで行うため，その領域以外では，位相差を与えな

い設計が必要となる．その方法として，各アレイの全長を等しくする方法を使用する．

ここでは，各アレイの全長が等しくなるフェーズドアレイ光偏向素子の全導波路の設計

について説明する [32]． 

 フェーズドアレイ光偏向素子の入力導波路は Fig．2.9 に示したように，スターカプ

ラにより多数の導波路アレイに分岐され，位相変調部を通過する．位相変調部後の各導

波路アレイの光は，出射端のスラブでまた合流するようになる．ここで、各導波路アレ

イ全長を等しくするために，位相変調部前後に分けて導波路設計を行った． 

  

 

Fig．2.8 : Designed star coupler. 
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Fig．2.9 : The waveguides design of PA optical beam steering device. 

 

位相変調部前部では，Fig．2.10のような要素で構成される．R0はスターカプラの長

さ，A はスターカプラの z 軸からの角度を表し，zAai (={2i − (n + 1)/2} ∙ (x/R0) + A 

(rad))は i番目導波路アレイの角度および曲線導波路の曲げ角度である．L0tはスターカ

プラ出力側の直線導波路アレイの長さ，L0は 2∙L0tとなる．また，zLiは i番目導波路ア

レイの延長直線導波路長さ，zRiは i番目アレイの曲率半径を表す．D (=30 m) は位

相変調部の導波路ピッチ，Si は位相変調部前の延長直線導波路であり，W はスターカ

プラの入力から n 番目アレイまでの横幅，Hiはスターカプラ入力から Siまでの高さを

表す．各導波路アレイは，そのピッチが 3 mmからDまで広げられるため，曲線導波

路を使用した．この際，曲線導波路を導入することにより，位相変調部前部のアレイの

全長 Lbi は高さ Hi を等しく維持する場合，差が生じるようになる．この差L を

L=Lbi-Lbi-1になるように設計し，位相変調部後部で各アレイ全長間に，Lの差を与

えることにより，各導波路アレイの全長を等しくした． 

以上のことを式で表すと次のようになる． 

 

Hi=zRi∙sin(zAai)+(R0+L0+zLi)∙cos(zAai)+Si 

=zR1∙sin(zAa1)+( R0+L0+zL1) ∙cos(zAa1)+S1=H1 
Eq. (2.32) 

zLi+zAai∙zRi+Si-(zL1+zAa1∙zR1+S1)=(i-1) ∙L   Eq. (2.33) 

(R0+L0+zLi) ∙sin(zAai)+zRi∙{1-cos(zAai)} 

-[( R0+L0+zL1)∙sin(zAa1)+zR1∙{1-cos(zAa1)}]=(i-1)∙D  
Eq. (2.34) 

 

Eq. (2.32)，Eq. (2.33)，Eq. (2.34)により zRiと zLi，Siが求められる．このように設

計された位相変調部前部の後に長さ L の位相変調部を設けた．位相変調部は長くなる

と屈折率変化が大きくなるが，全導波路長が長くなるため損失が大きくなる．今回の設

計では，L=800 mとした． 
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Fig．2.10 : The waveguides before phase shifters. 

 

 位相変調部後部では，Fig．2.11 に示したように Xi，XYi，Yiから構成される．出射

端導波路のピッチを dxにすると次式のような関係式が得られる． 

 

Xi+
π

2
∙XYi+Yi-(X1+

π

2
∙XY1+Y1)=(i-1) ∙L 

Eq. (2.35) 

Xi+XYi-(X1+XY1)=(i-1)∙dx  Eq. (2.36) 

XYi+Yi-(XY1+Y1)=(i-1)∙D Eq. (2.37) 

 

Eq. (2.35)，Eq. (2.36)，Eq. (2.37)により，Xi，XYi，Yiが求められる．また，広角の

偏向角を得るため，通常 dxは数 mの小さな値を必要があり，今回の設計では，作製

限界を考慮し，3 mとした．しかし，このような小さなピッチの場合，Yiが長くなる

と直線導波路間でモード結合が起こる．それを防ぐために，本設計では，Y1から Ynま

での長さの変化が小さくなるようなLを選択した．Eq. (2.35)からそのようなLが計

算可能となり，本設計では，20.2 mとした． 

 

Fig．2.11 : The waveguides after phase shifters 
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その他，角度 A はデバイスの大きさが小さくなるような値を選び，本研究では，30 °

とした．また，Siと Xiの導波路幅が 2 mに対し，位相変調部での導波路の幅が 4 m

となるため，Si，Xiそれぞれにテーパー構造が必要となる．本研究では，テーパー導波

路の長さを 100 mとした．しかし，テーパー構造を導入することにより，導波路全長

が長くなってしまう．そこで，テーパー構造による長さ増加分を減少させるため，実際

のデバイスでは，Si，Xiの代わりに，Eq. (2.38)の bpiを使用した． 

 

bpi=(Xi+Si)/2-taper     (taper = 100 m) Eq. (2.38) 

 

2.4 シミュレーションによるデバイスの特性確認 

 

 2.3 節で設計されたデバイスの特性をビーム伝搬法  (BPM : Beam Propagation 

Method) を用いて確認する [33]．まずは，FD-BPM の原理についで説明し，その後，

デバイスの出射端での偏向特性を確認する． 

 

2.4.1  BPMの原理 

 

 近似化された波動方程式を用いるBPMはPIC (Photonic Integrated Circuit) やファ

イバフォトニックデバイスの設計時に，最も広く使用されている伝搬法である．BPM

はシンプルな概念，複雑な構造物にもすぐ適用可能，拡張性が高いなどのメリットを持

ち [34]，BPM の数値解析は様々な光デバイスの設計で使用されている[35, 36]．しか

し，近似化された式を使用するため，屈折率差 (n) が大きい構造体や曲げ角度が大き

い場合，逆方向への伝搬を考慮する必要がある場合への使用は困難になっている．ここ

では，2次元の BPMについて説明する [31]． 

 y方向に一様な構造を持つスラブ導波路を伝搬する TEモードは以下に表す波動方程

式を満たす． 

 

∂2Ey

∂x2
+
∂2Ey

∂z2
+ k0

2n2Ey = 0 Eq. (2.39) 

 

 ここで，(1)~(3)を仮定し，Eyを Eq. (2.40)として表すと，Eq. (2.39)の近軸式 (paraxial 

equation) の Eq. (2.41)が得られる．BPMでは，この式を解き，F(x,z)を求めることよ

り，ビームの伝搬を解析する． 

(1) z (ビームの伝搬方向) の逆方向に伝搬する波 (反射波) が存在しない． 

(2) 比屈折率差 () が 1 %以下，大きくても数%以下である． 

(3) 光の進行方向と z軸との角度が小さい．5 °以下，大きくても 10 °以下である． 
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Ey(x, z) = F(x, z)e
−jk0nrz        Eq. (2.40) 

ただし，nr : 参照屈折率 (reference index) 

j2k0nr
∂F

∂z
=
∂2F

∂x2
+ 𝑘0

2(n2 − n𝑟
2)F Eq. (2.41) 

 

BPMは，Eq. (2.41)を数値解析する方法によって，フーリエ変換を用いる FFT-BPM 

(Fast Fourier Transform-BPM)，差分化することにより解析する FD-BPM (Finite 

Difference-BPM) と有限要素法により解析する FE-BPM (Finite Element-BPM) があ

る．FFT-BPM は，計算時間が長く，x 方向のサンプル点は等間隔でしかとれず，その

個数は2n個に限定されるなどの欠点により，現在では，ほとんど利用されていない．現

在は，理解しやすく，コーディングも容易な FD-BPM が主に用いられている．この以

降では，FD-BPMについて説明する． 

Eq. (2.41)を差分化するために，Fig．2.12のような離散化を行う．x方向，z方向の

離散化番号をそれぞれ，i，jとすると，Eq. (2.42)のような離散化された式が得られる． 

 

j2k0nr
Fi
j+1

− Fi
j

Δz
=
1

2
[
Fi−1
j

− 2Fi
j
+ Fi+1

j

(Δx)2
+
Fi−1
j+1

− 2Fi
j+1

+ Fi+1
j+1

(Δx)2
 

          +k0
2{((ni

j+
1

2)

2

− nr
2)Fi

j
+ k0

2{((ni
j+
1

2)

2

− nr
2)Fi

j+1
] 

Eq. (2.42) 

 

 この陰的な定式化はクランク・ニコルソン (Crank-Nicholson) 法であり，z+の場

所での屈折率を用いる．Eq. (2.42)の左辺に未知数，右辺には既知の量を置くと Eq. 

(2.43)のように表される。また，x方向へのサンプル番号を 0, 1, ⋯N+1とすると，Eq. 

(2.44)のような行列形式に表される． 

 

aFi−1
j+1

+ bFi
j+1

+ aFi+1
j+1

= di Eq. (2.43) 

(

 
 
 
 

a b a
a b a

⋱

⋱
a b a

a b a )

 
 
 
 

(

 
 
 
 

F0
F1
⋮

⋮
FN
FN+1)

 
 
 
 

=

(

 
 

d1
d2
⋮
⋮
dN)

 
 

 Eq. (2.44) 

 

 Eq. (2.44)では，未知数 N+2 に対し，方程式は N 個しかないので，解が求められな

いが，境界条件として，F0
j+1

= FN
j+1
とすると，解が求められる． 
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Fig．2.12 : The discretization in Crank-Nicholson scheme. 

 

2.4.2  BPMを用いたデバイスの特性確認 

 

 BPM を用いて，設計されたデバイスの出射端での偏向特性を確認する [35]．Fig．

2.13 に示したモデルを用い，それぞれの光源に規格化された光強度と位相を与えたと

きの出射端でのモード分布を計算した．このモデルは出射端の部分しか表示されてない

ため，スターカプラによる各アレイの光強度分布は計算して与えないといけない．光強

度分布の計算は以下に方法により求められる． 

 Fig．2.14に示したようにスターカプラの入力側の座標軸を x0，フィールドを f0とし，

R0だけ離れた出力側の座標軸を x1，フィールドを f1とすると，f1と f0の間には，フー

リエ光学により，次式が成り立つ[37]． 

 

f1(𝑥1) =
1

𝛼
ℱ{𝑓0(𝑥0)}   (constant) Eq. (2.45) 

 

Eq. (2.45)により，入力のフィールド f0が与えられると f1が計算される．この f1は， 

 

 

Fig．2.13 : The simulation model. 
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Fig．2.14 : Field calculation in the star coupler. 

 

N個の導波路アレイへ結合され，その結合率iは Eq. (2.46)として表される． 

 

ηi = ∫ fi(xi)f1(x1)dx
∞

−∞

 Eq. (2.46) 

ただし，fi : 各導波路のモード関数，𝑥𝑖: 各導波路の中心位置，i=1,2,3,⋯N 

 

この時，パワーPiは，η𝑖
2となる．各導波路アレイでの伝搬損を無視すると，Piを Fig．

2.13 の光源のパワーとして使用可能となる．Fig．2.13 の光源に計算された Piと位相

iを与えて，BPM に基づいて出射端スラブ導波路でのモードの分布を計算した．自由

空間では，スラブ導波路との屈折率が異なるため，スラブ導波路と自由空間の境界面で

は，反射および，屈折が起こる．しかし，BPM は上記の仮定により，屈折率差が大き

く反射が生じる領域では，適用できない．そのため，BPM により得られたスラブ導波

路でのモード分布に，Eq. (2.47)に表すスネルの法則 (Snell’s law) および Eq. (2.48)に

表す反射を適用させ，自由空間でのモード分布を計算した． 

 

sin θA
sinθB

=
nB
nA

 Eq. (2.47) 

ただし，A : 媒質 Aでから媒質 Bへの入射角，B: 媒質 Bでから媒質 Sへの入射角，nA: 

媒質 Aの屈折率，nB : 媒質 Bの屈折率 

 

RA = 
(nA − nB)

2

(nA + nB)
2
∙ cos θA Eq. (2.48) 

ただし，RA : 媒質 Aから媒質 Bへ入射されるときの反射率 

 



崔 成漢 修士論文                          第 2章 

30 

 

Fig．2.15 : The calculated results of the model. 

 

Fig ．2.15にアレイ数 n=14，dx=3 m，スラブ導波路の長さ 1300 mにしたとき

の計算結果を示す．各アレイ間の位相差が 0 の場合は，0°のところにメインローブ 

(Main lobe) が立ち，メインローブの両側には=に相当するグレーティングローブ 

(Grating lobe) が立つ．が±72 °の場合，メインローブの偏向角は±6.1 °となる．さ

らに，±144 °の場合，メインローブの偏向角は±12.1 °となる．位相差が大きくな

るほど，メインローブの偏向角は大きくなるが，それと同時にグレーティングローブの

強度が増加し，±180 °の場合，メインローブとグレーティングローブの強度は等し

くなる．



2.5 設計されたデバイスの形 



 のソフトを用いて作成された導波路全体と電極などを含むデバイスの全パター

ンアレイの数 N=14) を Fig．2.16 に示す．導波路は 2 章に説明したように設計され

た．まずは，幅 5 mの入力導波路は，テーパー導波路に繋がれ，幅 2 mになった導

波路はスターカプラに繋がる．スターカプラから分岐された各導波路アレイは，幅 4 m

の位相変調部に繋がり，幅 2 m に狭まれた導波路アレイは，出射端スラブへ繋がる．

位相変調部の領域とそうではない領域を区別するためのウインドウパターンを用意し，

位相変調部の導波路に電流を注入する際に必要となる幅 20 m の電極の線と電極に電

流を容易に注入するための電極のパッドが入った電極のパターンも用意した． 
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                           (a) Waveguides pattern 

 

                          (b) The total mask pattern 

Fig．2.16 : The total design of the device. 
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2.6  第 2章のまとめ 

 

 第 2章では，面方向出射フェーズドアレイ光偏向素子の動作原理と設計について説明

した．前半では，フェーズドアレイの動作原理および，スラブ光導波路でのモードの伝

搬について説明し，後半では，前半での原理に基づいた導波路の設計と BPMに基づい

た設計されたデバイスの偏向特性の確認を述べ，最後は設計されたデバイスの全体図を

示した．第 3章では，設計されたデバイスの作製プロセスについて述べる． 
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第 3章 作製プロセス 

 

 この章では，設計したデバイスの作製プロセスについて説明する．化合物半導体を用

いたフェーズドアレイ光偏向素子の主な作製工程は，電子ビーム露光によるフォトマス

クの作製，結晶成長によるエピウェハの作製，エッチングによる導波路の形成，電極の

作製である．この章では，それぞれの工程についで説明した後，作製したデバイスのチ

ップをチップキャリアにマウントすることまで述べる． 

 

3.1 フォトマスクの作製 

 

 本研究のデバイスは，Fig．2.16のように設計されたデバイスのパターンをフォトマ

スクとして使用することにより作製されるため，デバイス作製の前にフォトマスクを作

製する必要がある．まずは，設計されたデバイスのパターンを CAD (computer-aided 

design)を用いてデータ (gds ファイル) として作成する [33,38]．このように作成され

たパターンのフォトマスク作製には，超高解像度を持つ電子ビーム露光装置を用いた電

子ビームリソグラフィが主に用いられる [30]．本研究のフォトマスク作製には，

ADVANTEST 社製の電子ビーム露光装置 (F5112) を使用する． 電子ビームリソグラフ

ィでフォトマスクを作製するために，作成された CADのファイルを，電子ビーム露光

データに変換する．電子ビーム露光では，矩形近似によりパターンを描画するため，デ

ータ変換時にいくつかの変換条件が必要となる．ウインドウパターンと電極のパターン

は曲線がないシンプルなパターンのため厳密な変換条件が必要とならないが，曲線が多

く，パターンの配置が複雑な導波路パターンの場合は，適切な変換条件を満たさないと

設計された通りにフォトマスクを作製することができない． 

 データ変換時に必要となる変換条件としては，基本分割数，最大矩形高さ，最小矩形

高さ，BEFショットサイズなどがある．BEFショットサイズは変換されたデータの全

体領域を分割する際に，分割されたひとつの領域を指定するパラメータで，基本分割数

は，その分割された領域を，更に分割する数を表す．また，最大矩形の高さと最初矩形

高さは，それぞれ基本分割数で分割された矩形の最大高さと最小高さを表す．まずは，

基本分割数を 50，BEFのショットサイズを 40,000 nmに固定し，最大矩形高さ，最小

矩形高さを変えながら，導波路パターン作製への影響を確認した．このときの条件を

Table．3.1(a)に表す．矩形近似による作製誤差を小さくするために，最小矩形高さを小

さくする必要があるが，最小矩形高さが 10 nm になるとエラーが発生するため，最小

矩形高さは 20 nm以上にする．最小矩形高さが 20 nm以上にするとエラーは発生しな

かったが，Fig．3.1 に示したような導波路パターンが切れか，中心位置のずれが生じ

た．このような導波路のパターン切れや中心位置ずれは，導波路での損失を上昇させる 
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Table．3.1 : The condition of data convert. 

(a) Changing the heights of rectangle 

 

(b) Changing the BEF shot size 

 

 

ため，除去する必要がある．しかし，Table．3.1(a)に表したように最大矩形高さ，最小

矩形高さを変更させても，不良パターンの除去には影響がなかった．そこで，基本分割

数を 50，最大矩形高さを 200 nm，最小矩形高さを 20 nmに固定し，BEFショットサ

イズを変えながら，その影響を確認した．そのときの条件を Table．3.1(b)に表す．BEF

ショットサイズを 40,000 nmから 20,000 nmにしたときでは，大きな変化は見られな

かった．しかし，BEFのショットサイズを 5,000 nmにすると，Fig．3.2(a)のように，

パターンずれの程度が小さくなり，2,000 nmにすると，Fig．3.2(b)のように，導波路

のパターン切れと中心位置ずれが除去された．導波路フォトマスクを作製するためには，

BEFショットサイズを 2,000 nmする必要があり，実際の導波路フォトマスクも BEF

ショットサイズを 2,000 nmにして作製した． 

 

 

       (a) Disconnected waveguides         (b) Misaligned waveguides 

Fig．3.1 : Microscopic images of the disconnection and misalignment in the 

fabricated photo mask. 
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                 (a)                             (b) 

Fig．3.2 : The effect of BEF shot size. (a) Microscopic image of 5,000 nm BEF shot size, 

(b) Microscopic image of 2,000 nm BEF shot size 

 

3.2 エピウェハの情報 

 

 本研究で使用したエピウェハは，第 2 章の Table．2.1 に表したように InGaAsP を

コア層，InP を上下のクラッド層とするヘテロ接合構造からなっている．InGaAsP の

屈折率が InP より高いため，このようなヘテロ接合構造を用いることで，光を安定的

に閉じ込められる．また，電流注入を行うために，上部のクラッドは pドープ，コア層

はノンドープ，そして下部のクラッドは nドープされた p-i-n構造も使用される．また，

電極とオーミックなコンタクトを取るために，p-InGaAs層を設ける．バンド端の発振

波長が 1.37 mであるQ1.37 InGaAsPはバンドギャップエネルギーが約 0.90 eVであ

り，InPのバンドギャップエネルギー1.35 eVより小さい[30]．そのため，p-i-n構造に

正バイアス電圧をかけるとキャリアが注入され，注入されたキャリアは，コア層に閉じ

込められ，屈折率変調が可能となる．本研究で使用されたエピウェハのバンドダイアグ

ラムを Fig．3.3に示す． 

InGaAsP のバンド端発振波長は伝搬損と変調効率間のトレードオフ関係を持つ．

InGaAsP では，アーバックテール (Urbach tail) 効果により，バンドギャップエネル

ギー以下の光も吸収されるため，伝搬損を小さくするためには，フォトンのエネルギー

と InGaAsPのバンドギャップエネルギーの差が大きい方が良い [39]．しかし，変調効

率は，その差が小さくなると大きくなる [40]．そこで，本研究では，伝搬損の小さく

保ちながら，変調効果も得られる Q1.37 InGaAsPを使用した． 

 

3.3 導波路の作製 

 

導波路の作製プロセスの模式図を Fig．3.4 に示す．劈開されたウェハにフォトリソ

グラフィとドライエッチングを行うことで，導波路の形成が可能となる． 
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Fig．3.3 : Band gap diagram of the epi-wafer. 

 

3.3.1 エピウェハの劈開 

 

 2インチのエピウェハをチップサイズに切り出すために劈開を行った．まず，ウェハ

の端面にメスで少し傷を入れる．InPベースのウェハは，小さな力を加えることで，劈

開が可能となるため，傷を入れたウェハの裏側をピンセットで軽く押し出すことで劈開

を行った．本研究では，Fig．3.5に示したように，6分割されたウェハを使用した． 

 

3.3.2 SiNxの製膜 

 

 本研究の導波路作製では，ICP-RIE (Inductive Coupled Plasma-Reactive Ion 

Etching)を用いたドライエッチングが使用され，ドライエッチング際に，ハードマス

クの役割をする SiNxをスパッタリング(Sputtering)法により製膜した． 

スパッタリングは電磁界などで数十 eV 以上に加速されたイオンがターゲットの個体

に衝突されると運動量交換によって個体の原子が弾き飛ばされる現象であり，サンプル

の製膜法として広く使われている．スパッタリングは，装置構成法によって，プラズマ

法とイオンビーム法に分かれるが，本デバイスの作製では，イオンビーム法より高速な

製膜が可能なプラズマ法で SiNx の製膜を行った [41]． 

SiNx の厚さは，ドライエッチングからの導波路部分の保護を考えると厚くしないと

いけないが，解像度の面を考えると薄くしないといけない．経験上，SiNx のエッチン

グレートが InPの 1/10ということが知られており，本デバイスでは，InPを約 1.5 m

エッチングするため，SiNxの厚さを 300 mに設定した．SiNx のスパッタリング時に

は，Arと N2ガスが用いられ，Ar : 15 sccm，N2 : 5 sccm，パワー200 Wにしたときの

スパッタリングレートは今回用いる条件下では，約 15 nm/min と知られており，本デ

バイスの作製プロセスでは，スパッタリング時間を 20分にし，その結果，厚さが 300 nm 
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~ 320 nmの SiNx膜が得られた． 

 

 

Fig．3.4 : The schematic images of the waveguide fabrication process. 
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Fig．3.5 : Cleaving of the 2 inch wafer. 

 

3.3.3 フォトリソグラフィ 

 

 SiNx 膜が形成されたウェハに，フォトリソグラフィを用いて，導波路のパターン形

成を行う．そのプロセス流れは，レジスト塗布，プリベーク，エッジビードの除去，露

光、現像，ポストベークとなる [41]． 

 まずは，フォトレジストとウェハ間の密着性を上げるために，プライマーをコーティ

ングする．フォトレジストとしては，TSMR8900を使用し，このフォトレジストを 500 

rpmで 5秒，6000 rpmで 60秒の条件で，スピンコーティングをする．塗布したレジ

ストを固めるために，110 ℃で 90 秒間プリベークを行った．コーティングされたフォ

トレジストは，ウェハのエッジの部分で厚くなるため，ウェハのエッジのレジストを除

去しないと厚みの差によって，露光時にウェハとフォトマスク間に隙間が生じる．この

隙間は露光時に露光する必要がないところまで露光させる．従って，精度の高いパター

ン形成のためには，ウェハエッジのレジストを除去する必要がある．本デバイスの作製

では，アセトンを染み込ませた綿棒を用いて，ウェハエッジのレジスト (エッジビード) 

を除去した．次は，作製された導波路フォトマスクを用いて，露光を行った．フォトマ

スクとウェハ間のアライメントを行い，その後，フォトマスクとウェハを密着させ，16.0 

mW/cm2の光強度で，5秒間露光した．露光されたウェハに，NMD3を用いて，25~30

秒間現像を行った．現像されたウェハは純水で 2回リンスした．顕微鏡で形成されたパ

ターンを確認し，レジストとウェハ間の密着を良くするために，110 ℃で 90 秒間ポス

トベークを行った． 

 

3.3.4 SiNxのドライエッチング 

 

導波路パターンが形成されたウェハに，ICP-RIE を用いて，SiNxのドライエッチン

グを行った．RIE (Reactive Ion Etching : 反応性イオンエッチング)はドライエッチン

グの一種類である．RIE では，ラジカル (Radical) 状態とイオン (Ion) 状態の高い反
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応性をもつ活性分子を用い、電位差によるイオンの加速によるスパッタリング，エッチ

ングガスとの化学作用でエッチングを行う [30]．RIEの一種である ICP-RIEは，誘導

結合プラズマを用いてエッチングを行い，高密度のプラズマが得られ，イオン衝突によ

るダメージが少ないなどのメリットがあるため，広く使用されている．本デバイスのド

ライエッチングも ICP-RIE により行い，Table．3.2 に示した条件で SiNxのドライエ

ッチングを行った．フォトレジストは，SiNx のドライエッチングの際，保護マスクと

して働くため，レジストで形成された導波路パターン通りに，SiNx がエッチングされ

る．SiNxのドライエッチング後，残ったレジストは Table 3.2に示した O2アッシング

で除去した． 

 

3.3.5 InPのドライエッチング 

 

SiNx の導波路パターンをハードマスクとして用い，InP のドライエッチングを行っ

た．電極とのオーミックなコンタクトを形成するための p-InGaAsは，吸収係数が大き

いため，導波路の伝搬損を増加させる原因となる．そこで，InPのドライエッチングを

2回に分けて行うことで，電流注入が必要となる位相変調部以外での p-InGaAs を除去

した． 1回目では，Table．3.2に示した条件で 1m程度 InPをエッチングした．1回

目の InPのドライエッチング後に残った SiNxは，2回目の InPのドライエッチングす

る際に，位相変調部でのハードマスクと使用するため，位相変調部以外は除去した．フ

ォトレジスト AZ5200NJを 500 rpmで 5秒，4000 rpmで 40秒スピンコーティングさ

せ，90  ℃で 60秒間プリベークをした．その後，ウインドウマスクを用い，16.1 mW/cm2 

Table．3.2 : ICP-RIE condition for each process. 
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で 6.1秒間露光を行った．現像は NMD3で 50秒間行い，純水で 2回リンスをした．露

光後，Table．3.2の条件で，SiNxのドライエッチングと O2アッシングを行うと位相変

調部でのハードマスクが形成できる．位相変調部にハードマスクが形成されたウェハに，

1回目の InPのドライエッチング時と同様な条件で，所望の深さまで，2回目の InPド

ライエッチングを行った．エッチング後不要な SiNxは，BHF液で全て除去した． 

 Fig．3.6に導波路作製プロセス中に撮ったレーザ顕微鏡写真を示す． 

 

 

Fig．3.6 : The laser microscopic images of the waveguides. 
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3.4 パッシベーション及び平坦化 

 

電極を形成する前に，パッシベーションと平坦化を行う．パッシベーションを行うこ

とにより，位相変調部以外のところで電流が流れることを防ぐ．また，平坦化は導波路

がある部分とない部分との段差を小さくする役割をし，平坦化によって，電極製膜時の

膜厚差を小さくすることが可能となる． 

 

3.4.1 SiO2の製膜 

 

 絶縁膜の役割をする SiO2をスパッタリング法により製膜した．SiO2の膜厚が小さい

場合は，絶縁の効果が少ないため，ある程度の厚みが必要となり，本デバイスの作製プ

ロセスでは，その厚みを 500 nmと設定した．SiO2のスパッタリング時には，Arと O2

ガスが用いられ，Ar : 15 sccm，O2 : 5 sccm，パワー200 Wにしたときのスパッタリン

グレートは，今回用いた条件下では，約 15 nm/min と知られているため，スパッタリ

ング時間を 35分にした． 

 

3.4.2 ポリイミドの製膜と平坦化 

 

 SiO2 の製膜後，平坦化の役割をするポリイミド (Photoneece UR-3100E) を塗布し

た．まず，用意したポリイミドを 500 rpmで 5秒，2300 rpmで 30秒という条件でス

ピンコーティングし，80 ℃で 120 秒，105 ℃で 120 秒間ベークした．最後に，ベーク

されたウェハをアニーリングチャンバに入れ，350 ℃で 1時間アニーリングさせ，ポリ

イミドはキュアした． 

ポリイミドを使用することにより，段差が数百 nm程度小さくなる効果は得られるが，

電極の断線を防ぐためには，更なる平坦化が必要となる．そこで，ポリイミドが塗布さ

れたウェハに，TSMR8900を 500 rpmで 5秒，6000 rpmで 60秒の条件でスピンコー

ティングをし，110 ℃で 90秒間ベークした．TSMR8900は，ポリイミドの凸凹を埋め，

更に段差を小さくすることが可能となる．TSMR8900 まで塗られたウェハを Table．

3.2 の条件で 8 分間 O2アッシングを行い，アッシング後，TSMR8900 を再び塗布し，

8 分間 O2アッシングをした．この工程が重なるほど段差が小さくなる効果が得られ，

本デバイスの作製プロセスでは，この工程を 2回とした．この工程により，導波路があ

る部分とない部分との平坦化が可能となるが，ポリイミドが厚いため，このままで次の

ステップであるコンタクトオープンを行うと位相変調部と導波路の境界のところで大

きな段差が生じ，電極が断線する可能性がある．そのため，ポリイミドの全体の厚さを

減らすために，O2 アッシングを行った．この際，導波路上のポリイミドの様子を確認

しながら O2アッシングを 3~8分間隔の数ステップに分けて行った． 
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3.4.3 コンタクトオープン 

 

 位相変調部に電流を流すためには，位相変調部導波路上の SiO2とポリイミドを除

去するコンタクトオープンが必要となる．AZ5200NJ を 500 rpm で 5 秒，4000 rpm

で 40秒スピンコーティングし，90 ℃で 60秒間プリベークをした．ここでは，AZ5200NJ

をネガレジストとして使用するため，露光は 2回行った．1回目の露光では，ウインド

ウマスクを使用し，15.8 mW/cm2で 3.8秒間露光した．その後，105 ℃で 120秒間ベー

クし，2回目の露光を行った．2回目では，マスクを使用せず，15秒間全露光を行った．

現像して得られたパターンでは，位相変調部以外のところがレジストで保護される．位

相変調部導波路上に残ったポリイミドは O2アッシングで除した．この際，O2アッシン

グをしすぎると導波路以外のところの SiO2を露出させるため，注意する必要がある．

導波路上の SiO2が露出されたら Table．3.2 の SiNxドライエッチングと同じ条件で，

露出された SiO2を除去した．エッチング後の残った AZ5200NJは，AZ removerで除

去した． 

 

3.5 電極の作製 

 

 パッシベーション及び平坦化されたウェハに Ti/Au電極をリフトオフより形成した． 

 

3.5.1 Ti/Auの蒸着 

 

まず，AZ5200NJ をネガレジストと用いて，電極パターンのフォトリソグラフィを

行った．電極パターンが形成されたウェハに EB蒸着による電極の製膜を行った．真空

蒸着は真空中で薄膜材料を蒸発させて製膜する方法である．真空蒸着では，蒸発材料を

坩堝に装着し，真空度を 10-4 Paまで下げ，蒸発物質を加熱させる．加熱により蒸発さ

れた蒸発材料は低い温度のウェハ表面に凝縮され，製膜ができる．真空蒸着はその蒸発

源の種類により，いくつかの方式に分類される．その内，電子ビーム加熱をする EB 

(Electron Beam) 蒸着では，高電圧，高電流を印加した電子銃から電子を引き出し，坩

堝内の蒸発材料の表面に集める．集められた電子は蒸発材料を蒸発させ，その結果，製

膜が可能となる．EB蒸着は抵抗加熱蒸着より蒸発源にエネルギーを与えるのが効果的

であるため，広く使用され [41]，本デバイスの電極蒸着では，EB蒸着を使用した． 

Auの蒸着する前に，ウェハと電極間の密着性を高めるために，Tiを 100 nm蒸着し

た．電極は厚く製膜すると強度が上がり，デバイス実装する際のワイヤーボンディング

するときに効果的になるが，厚すぎるとリフトオフができなくなる可能性がある．本デ

バイスの作製では，Auの厚みを 700 nmに設定した． 
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3.5.2 リフトオフ 

 

リフトオフは所望の材料をレジストの上に製膜し，有機溶液等を用いて，レジストを

溶かし，製膜された材料を同時に除去する工程である．蒸着されたウェハを 50~60 ℃の

AZ remover に 30 分程度入れ，レジストを溶かした．蒸着された金属が厚いため，溶

かされたレジスト上の金属を飛ばす必要がある．そのため，ウェハを常温のアセトンに

入れ，ゴムポンプを用いて不要な金属を飛ばした．リフトオフが終了したらアセトン，

IPAでリンスを行い，顕微鏡で形成された電極を確認した． 

 

3.5.3 裏面電極の形成とアニーリング 

 

 ウェハの裏面にスパッタリングにより Au 電極を形成した．その後，ウェハと電極間

の密着性を高めるために，350 ℃で 10 分間アニーリングを行った．ウェハ表面に残っ

ているポリイミドは劈開を難しくするため，アニーリングが終了したら O2アッシング

で除去した． 

  

3.6 デバイス実装前までのまとめ及び SEM写真 

 

Fig．3.7にパッシベーションと平坦化から電極形成までのプロセス工程を示し，Fig．

3.8にいくつかの段階で得られた顕微鏡写真を示す．Fig．3.9は作製されたデバイスの

位相変調部の断面を観察した SEM (Scanning Electron Microscope) 写真である．この

SEM写真から，導波路は設計より，約 50 nm程度深くエッチングされたことや SiO2，

ポリイミド，電極が正常に形成されていることが確認できる． 
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Fig．3. 7 : The process chart after waveguides fabrication. 
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Fig．3.8 : The microscopic images of the device. 
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(a) Top view of the fabricated device 

(b) Cross section of the phase shifter   (c) Boundary of phase shifter and waveguide 

Fig．3. 9 : The SEM images of the fabricated device. 

 

3.7 デバイスの実装 

 

クリーンルームで作製されたデバイスを測定するために，ウェハを劈開して個々のデ

バイスに切り出し，チップキャリアにマウントし，ワイヤーボンディングで電極への配

線を行った． 

 

3.7.1 劈開とデバイスのマウント 

 

ウェハ上にあるデバイスを劈開することにより，個々のデバイスに分離する．劈開す

る方法は 3.3.1に書いた方法と同様であるが，劈開面の粗さはデバイスへ光を入射した

ときの結合損と繋がるため，注意して劈開を行った． 

 劈開されたデバイスは AlN チップキャリアにマウントした．絶縁性と熱伝導性が高

い AlN がチップキャリアの材料として使用され，チップキャリアにはワイヤーボンデ

ィングを容易に行えるための電極パターンが入ってある．まず，チップキャリア表面に
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導電性接着剤と塗り，その上にデバイスを置いた．この際，劈開面に導電性接着剤が付

くと光を入射するときに反射されるので，端面には導電性接着剤が付かないように注意

する．チップキャリアにデバイスを置いたら，130 ℃で約 20分間アニーリングし，導

電性接着剤を固めた．その後，プリント基板を接着剤で固定した銅板に，チップキャリ

アを導電性接着剤で固定した．この時，チップキャリアとプリント基板との距離が長い

とワイヤーボンディングが難しくなるため，注意して固定した． 

 

3.7.2 ワイヤーボンディング 

 

ワイヤーボンディングは数十，数百 m の金属線を用いて，電極間の電気配線を行

う技術である．金属線の材料としては主に金 (Au)，アルミニウム (Al)，銅 (Cu)など

が使用され，ボンディングする方式によって何種類に分類される．その内，サーモソニ

ックボンディングは，熱，圧力，超音波を使用してボンディングを行う．サーモソニッ

クボンディングの一種であるボールボンディングは，放電により生成された金属ボール

を用いてボンディングを行い，信頼性が高いため，広く使用されている [42]．本デバ

イスのボンディングでは，ボールボンディング方式を使用するWEST BOND社製のワ

イヤーボンディング装置を用いた．基板の温度，超音波の強度，超音波を与える時間は

ワイヤーボンディングの重要な条件である．これらの条件が最適ではないとワイヤーボ

ンディングができなくなるため，最適な条件を探す必要がある．本研究で使用されたワ

イヤーボンディング条件を Table．3.3に表す． 

 

3.8 第 3章のまとめ 

 

 この章では，フォトマスクの作製から始め，エピウェハの層構造，デバイスの作製，

デバイスの実装まで説明した．また，作製されたデバイスの導波路断面を SEM写真よ

り確認した．設計より多少深くエッチングされ，導波路の側壁が多少粗いが，光偏向す

るには大きな問題がないと考慮され，作製されたデバイスの測定を行った． 

 

Table．3.3 : The condition of wire bonding. 
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第 4章 フェーズドアレイ光偏向素子の特性評価 

 

この章では，作製されたフェーズドアレイの測定について説明する．まず，直線導波路

の伝搬損を測定する．その後，FFP (Far Field Pattern) 光学系を組み，デバイスの偏

向特性を FFPより確認する． 

 

4.1 フェーズドアレイ光偏向素子の基本特性 

 

4.1.1 直線導波路の伝搬損測定 

 

 導波路フォトマスクには，デバイスの上下に幅 2m 直線導波路が配置されており，

この直線導波路の伝搬損を測定することにより，デバイス内での直線導波路の伝搬損を

見積もる．直線導波路の伝搬損測定には，二つのテーパーファイバ (Taper fiber)が用

いられる．光源からの光はシングルモードファイバ (SMF : Single Mode Fiber) を伝

搬し，直線導波路の入力側に置かれたテーパーファイバから出射する．出射された光は

直線導波路に入射され，導波路内を伝搬する．導波路の出力側から出射された光は，出

力側のテーパーファイバに入射される．ファイバから伝搬してきた光強度を，パワーモ

ニタを用いて測定することで損失を求める．入力の光強度と出力の光強度との差には，

ファイバと導波路間の結合損が含まれているため，伝搬損が把握できない．そこで，導

波路の伝搬損を測定するために，Fabry-P´erot測定を用いる． 

 直線導波路は，両端面を反射面とする共振器として考えることが可能であり，そのた

め，出力光は波長依存性を持つ．Fabry-P´erot 測定では，波長変化による出力光強度

の変化(Fabry-P´erot)振動 [30]を測定し，この結果から伝搬損を計算する． 

Fig．4.1に示したように，有効屈折率 n，減衰定数 の直線導波路の両端面をそれぞれ，

端面と端面とする．また，端面の垂直方向への透過率と反射率を t1，r1と設定し，

端面 2の垂直方向への透過率と反射率を t2，r2とし，端面外側の領域の屈折率をそれぞ

れ，n1と n2と表す．このとき，各端面でのパワー透過率，パワー反射率と屈折率間に

は，次式が成り立つ． 

 

Fig．4.1 : Fabry-P´erot Oscillation of the waveguide. 
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t1 =
2n

n + n1
, r1 =

n − n1
n + n1

, t2 =
2n

n + n2
, r2 =

n − n2
n + n2

  Eq. (4.1) 

 

 この時，パワー透過係数 Tとパワー反射係数 Rは Eq. (4.2)として表される． 

 

T =
t1
2t2
2exp(−2αl)

[1 − r1r2 exp(−2αl)]
2 + 4r1r2 exp(−2αl)]sin

2(k0nl)
,   R = 1 − T 

k0=2，wavelength in the vacuum 

Eq. (4.2) 

 

実際の測定では，導波路の両端面外側は空気なので，n1= n2=1，t1= t2，r1= r2とした．

入力の光強度と出力の光強度との差は Tとファイバと導波路間の結合損失の和となり，

Tは Eq. (4.2)により，波長を変えると振動するようになる．入力光の波長を 1549.5 nm

から 1550.5 nmまで変化させ，入力の光強度と出力の光強度との差を測定し，Eq. (4.2)

を用いてフィッティングした．導波路内を 1往復したときの減衰量は exp(−2αl) となり，

フィッティングすることで得られた を代入して計算することが可能である．また，導

波路の伝搬損は単位長さ当たりmm) の減衰量のため，lを 1 mmとして得られた減衰

量を dB表示に変換すると計算できる．Fig．4.2に長さ 4.7 mmの導波路の測定結果と

フィッティングの結果を示す．フィッティングから計算された伝搬損は約 0.66 dB/mm

であった．また，この伝搬損は導波路側面のラフネスを改善することにより，更に小さ

くすることが可能であると考えられる． 

 

 

Fig．4.2 : The comparison of measurement results and fitting results. 
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           (a) IV curve                 (b) Phase shift of the device 

Fig．4.3 : The basic characteristics of the PA optical beam steering device. 

 

4.1.2 I-V特性及びバイアス電流 

 

 次に，デバイスの層構造はキャリア注入のために，p-i-n 構造となっており，この構

造の電圧，電流特性を測定した．作製されたデバイスの I-V曲線を Fig．4.3(a)に示す．

Fig．4.3(a)より，デバイスのダイオード特性が確認された．ダイオード構造による電圧

の閾値は約 0.94 Vとなり，計算されたダイオードの抵抗値は約 16 であった．この際，

2.5 Vのバイアス電圧かけると 100 mAの電流値が得られた． 

 Fig．4.3(a)の I-V 特性を持つデバイスの位相変化に必要とされる電流量を測定した．

二つのテーパーファイバを用い，一つのファイバは，デバイスへ光を入射させ，もう一

つのファイバは出射端スラブに配置した．デバイスに光に入射させた状態で，一つの電

極に流れる電流量を変えながら，出射端に置かれたファイバでの光強度変化を測定した．

本測定では，一つの電極に一定の電流を流して位相補正を行った状態で，他の電極での

キャリア注入影響を調べた．電流値に対する光強度変化を Fig．4.3(b)に示す．Q1.37 

InGaAsPのコア層で，キャリア注入による位相変調を行う場合，位相を 2変化させる

のに，1.5mA の電流が必要とされるが，Fig．4.3(b)では，185mA の電流が必要と

なる．したがって，2までの位相変調には，キャリア注入効果のみではなく，電気光学

効果，熱光学効果などが用いられたと考えられる．これらの原因としては，プラズマエ

ッチング際，コア層が受けたダメージが考えられる．また，この問題は位相変調部のエ

ッチングを上部のクラッドで止め，コア層をプラズマより保護することで改善されると

考えられる． 
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4.2 FFPの概要 

 

 デバイスから自由空間に出射された光は回折しながら伝搬する．伝搬距離が波長の数

倍以下の領域は近視野領域と呼ばれる．この領域では出射された光の回折が十分に行わ

れてないため，デバイスから出射された光に近い振幅分布となり，このような像は近視

野像 (Near Field Pattern: NFP)と呼ばれる．また，近視野領域での回折は，フレネル

―キルヒホッフの回折積分公式 (Fresnel-Kirchhoff integral) より計算できる．伝搬距

離が波長の数倍以上となる領域はフレネル領域と呼ばれ，この領域では，フレネル近似 

(Fresnel approximation) が適用可能となる．Fig．4.4(a)に示したようにx0y0平面での

光がz0離れているx1y1平面にフレネル回折したときのフレネル近似は次式として表さ

れる． 

 

e(x1, y1) =
je−jkz0

λz0
e
−jk
2z0

(x1
2 +y1

2)
∬ e(x0, y0)

∞

−∞

e
−jk
2z0

(x0
2 +y0

2)
e
−jk
z0
(x0x1+y0y1)dx0dy0 Eq. (4.3) 

 

 伝搬距離が更に長い領域を考える．この領域では，Eq．(4.4)により，Eq．(4.3)を Eq．

(4.5)に近似することができる． 

 

z0 ≫
k(x0

2 + y0
2)

2
 Eq. (4.4) 

e(x1, y1) =
je−jkz0

λz0
e
−jk
2z0

(x1
2 +y1

2)
∬ e(x0, y0)

∞

−∞

e
−jk
z0
(x0x1+y0y1)dx0dy0 Eq. (4.5) 

 

 Eq．(4.5)の近似はフラウンホーファ近似 (Fraunhoffer approximation) と呼ばれ，

フラウンホーファ近似が適用可能な領域をフラウンホーファ領域と呼ぶ．また，この領

域で得られた像を遠視野像（FFP）と呼ぶ． 

 Eq．(4.5)のフラウンホーファ近似は Eq．(4.6)を用いると，Eq．(4.7)のようになる．

フラウンホーファ近似式はフーリエ変換式として表すことが可能で，フラウンホーファ

回折から得られた FFPはフーリエ変換されたイメージとなる．また，x，yは空間角

周波数と呼ばれる [44,45]． 

 Fig．4.5に伝搬距離による領域分類を示す． 

𝑘
𝑥1
𝑧0
= −Ω𝑥 , 𝑘

𝑦1
𝑧0
= −Ω𝑦 Eq. (4.6) 

e(x1, y1) =
je−jkz0

λz0
e
−jk
2z0

(x1
2 +y1

2)
ℱ[e(x0, y0)] 

ℱ : Fourier transform 

Eq. (4.7) 
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(a) Fresnel area 

 

(b) Fraunhoffer area 

Fig．4.4 : Coordinate axis of Fresnel area and Fraunhoffer area. 

 

 

Fig．4.5 : The relationship between propagation length and approximation region. 
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 また，x，yと，間では次式が成り立つ． 

sin θx = sin θ cosφ Eq. (4.8) 

sin θy = sin θ sinφ Eq. (4.9) 

 

 z0 ≅ Rとすると，次の Eq．(4.10)，Eq．(4.11)が成り立ち，Eq．(4.8)~Eq．(4.11)を

用いると Eq．(4.7)は Eq．(4.12)として表示できる． 

 

𝑥1
𝑧0
≅
𝑥1
𝑅
= sin θx Eq. (4.10) 

𝑦1
𝑧0
≅
𝑦1
𝑅
= sinθy Eq. (4.11) 

                e(x1, y1) = h ∙
e−jkR

λR
f(θ, φ) (h : constant，f : function) Eq. (4.12) 

 

Eq．(4.12)よりデバイスの FFP は角度成分，で決まることが確認される．つまり，

FFP は出射光の角度分布を表すものであり，これは，伝搬距離が十分長いフラウンホ

ーファ領域では，元の光分布より，光の出射角度によって像が形成されることを意味す

る． 

  

4.3 FFP光学系 

 

4.3.1  FFP光学系の解析 

 

 デバイスから出射された光の NFP と FFP を観察するためには，Fig．4.6 に示した

ような光学系が必要とされる [46]．作製された素子の偏向様子を確認するためには光

の出射角度を見る必要があるため，FFP を観察する必要がある．Fig．4.6 に示したよ

うに FFPの観察には，FFPを形成する対物レンズと形成された FFPを CCD に映すた

めの二つの凸レンズが必要とされる．これらのレンズの選び方によって観察できるFFP

の範囲，拡大，縮小などが決まる．下記にこれらのレンズの役割について説明する． 

対物レンズはデバイスから出射光を集光させる役割をする．Fig．4.7(a)に示すように，

平行光に対して角度を持つ光もレンズの焦点距離に相当するところに集光されるが，

平行光の集光点から xだけ離れたところで集光される．結局，デバイスからの出射光の

が異なると焦点距離上での集光点が異なり，この焦点距離で得られたイメージは様々

な角度情報を表すこととなる．このイメージが観察の対象である FFPである．FFPの

観察範囲は最初の対物レンズの NA (Numerical Aperture)より決まる．Fig．4.7(b)に示

したように，NAにより FFPの最大角度maxが決まり，次式のような関係を持つ． 
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Fig．4.6: Optical setup for near field imaging and far field imaging. 

 

 (a) Focusing of light having different angle           (b) NA of a lens 

Fig．4.7 : The analysis of Micro-Objective lens (MO lens) in the FFP optical setup. 

 

NA = n sin θmax ≅ n
D

2f
 

n : refractive index of the medium, where lens is working Eq. (4.13) 

 

凸レンズを用いても FFP は形成されるが，より広い範囲の FFP の観察するためには，

大きな NAが必要となり，そのような理由で凸レンズの代わりに対物レンズを使用する． 

対物レンズにより形成されたFFPを，CCDカメラを用いて観察する必要があるが，FFP

が形成される焦点距離が短いため，FFP は対物レンズ内部で形成され，直接観察する

ことができない．対物レンズ内で形成された FFP を CCD カメラに映すために，二つ

の凸レンズを使用する．最初の凸レンズの焦点距離に FFP があると対物レンズにより

集光された光がコリメートされる．コリメートされた光を二番目の凸レンズを用い，

CCDカメラに集光させることで FFPの観察が可能となる．(Fig．4.6) 

 自由空間での光の伝搬を Fig．4.8(a)の光線光学の観点から考えると次式として表す

ことができる． 

 

[
𝑦2
𝜃2
] = [

1 𝑑
0 1

] [
𝑦1
𝜃1
] Eq. (4.14) 
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(a) Propagation in the free space         (b) Transmission through a thin lens 

Fig．4.8 : Matrix optics in the ray optics. 

 

 Fig．4.8(b)に示したレンズを通過する場合は次式で表される [47]． 

 

[
y2
θ2
] = [

1 0
1
−f⁄ 1] [

y1
θ1
] Eq. (4.15) 

 

 Eq. (4.14)，Eq. (4.15)を用いると対物レンズにより集光された点と二つの凸レンズに

より CCD カメラに集光される点との関係を式として表すことが可能である．Fig．4.9

に示したように対物レンズにより集光されたイメージの y 方向の値を y1，そこでの光

の角度を1とし，同様に CCDカメラで集光されたイメージの y方向の値を y2，そこで

の光の角度を2とすると y1，y2，1，2の間には，Eq. (4.15)の関係が成り立つ． 

 

[
y2
θ2
] = [

1 𝑓2
0 1

] [
1 0

1
−f2
⁄ 1] [

1 𝑑
0 1

] [
1 0

1
−f1
⁄ 1] [

1 𝑓1
0 1

] [
y1
θ1
] 

= [
−
f2
f1
⁄ 0

1
−f2
⁄ − (1 − d f2

⁄ ) 1 f1
⁄ −

f1
f2
⁄
] [
y1
θ1
] 

Eq. (4.15) 

 

 結局，y1と y2の関係は Eq. (4.16)として表される．レンズの焦点距離 f1，f2を調整す

ることで，対物レンズより形成された FFP イメージを拡大，縮小することが可能であ

る．本測定では，CCDカメラの面積を考慮し，二つの凸レンズの焦点距離 f1と f2をそ

れぞれ 6cm，10cmにした． 

 

y2 = −
f2
f1
y1 Eq. (4.16) 
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Fig．4.9 : Application of matrix optics to the FFP optical setup. 

 

4.3.2  FFP光学系の構築 

 

 第 2章で BPMを用いて計算された結果より，FSR (Free Spectral Range) は約 30 °

となる．両側のグレーティングローブ(Grating lobe)を観察するためには，maxを 30 °

以上にする必要がある．この角度を Eq．(4.13)より NAに換算すると，0.5 以上の NA

が必要とされることが分かる．NAが許容するmaxを観察するには，デバイスの出射端

を対物レンズのWD (Working Distance) 内部に置かないといけない．デバイスの出射

端から対物レンズまでの距離が WD より大きいと実際観察できる角度範囲はmax より

小さくなる．また，多くの場合，NAが大きくなるとWDも小さくなるので，NAが大

きすぎると対物レンズとデバイスの出射端との距離調整が難しくなる．本研究では，対

物レンズの NAを 0.65 (WD =0.2 mm)と選択することで，WDより遠い場所にデバイ

ス出射端があっても 広範囲の FFPが観察できるようにした． 

 対物レンズにより集光された光を凸レンズによりコリメートするためには，Fig．4.9

に示したように対物レンズ内の FFP 面から f1だけ離れたところに最初の凸レンズを挿

入しないといけない．しかし，対物レンズ内の FFP 面の位置が把握できないため，間

接的な方法で焦点距離を調整する．コリメートされたファイバ光を対物レンズに入射し，

Fig．4.10(a)に示したように対物レンズ内の FFPの面から l1 (>f1) 離れたところに凸レ

ンズを挿入すると l2離れたところに焦点が結ばれ，各パラメータの間には次式が成り立

つ[44]． 

 

1

l1
+
1

l2
=
1

f1
 Eq. (4.17) 

 

l2の距離を測定すると Eq．(4.17)により l1が決められる．最初の凸レンズを対物レンズ

に向かって l1-f1 だけ移動させることにより対物レンズから出たイメージをコリメート

することが可能となる． 

二つ目の凸レンズの場合，一つ目の凸レンズを通ってコリメートされた光が CCDカ 
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(a) Alignment of the first lens 

 

(b) Lens alignment for FFP and the infrared image of each place 

Fig．4.10 : Lens alignment for FFP using collimated fiber. 

 

メラ上に焦点が存在するように配置すれば良い．Fig．4.10(b)に NA=0.65 の対物レン

ズと f1=6cm，f2=10cmの凸レンズで構成された光学系と，点線で示された場所で CCD

カメラにより撮られたイメージを示す． 

 最初の凸レンズと二番目の凸レンズとの距離は遠くなると最初レンズでコリメート

されたイメージの一部が二番目のレンズに入られなくなる．これは広角成分の強度を低

くし，精密な測定を妨げるため，注意する必要がある． 

 デバイスの測定では，使用された光学部品と測定系を考慮したとき，使用可能な最大

レンズ径が 2インチであったため，2インチの凸レンズを使用した．レンズの NAが大

きくなるとレンズの解像度が上がり，より鮮明な像が得られると期待される．  

CCD カメラから測定されたイメージは各ピクセルでの光強度 (カウント数) で表示

されており，角度の情報が表示されていない．デバイスの本測定を行う前に，ピクセル

と角度の関係を把握するために，角度校正を行う．コリメートされたファイバを回転治

具に乗せ，ファイバを回転させたときの像が移動したピクセル数を計算することで，一

つのピクセル当たりの角度を計算する．0 °の場合のピーク座標を(x0, y0)，10 °の場合の
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ピーク座標を(x1, y1)とすると 10 °に対するピクセル値は√(x1 − x0)
2 + (y1 − y0)

2となる．

この関係により求められた 10 °に対するピクセル値は， 48.1ピクセルとなった． 

 

4.4 フェーズドアレイ光偏向素子の FFP測定 

 

 作製された光偏向素子を，FFP 光学系を用いて測定する．まずは，参照データとし

て利用するために，浜松ホトニクス社製のFFP測定システム[48]を用いて測定を行い，

その後，4.3で説明した光学系を用いて測定を行った． 

 

4.4.1 デバイスの FFP確認 

 

 浜松ホトニクス社製の FFP 測定システムを用いた FFP 測定系を Fig．4.11 に示す．

Fig．4.11のFFP光学系では，対物レンズの代わりに f-レンズを用いてFFPを形成し，

このイメージをフィールドレンズ，リレーレンズを用いて CCDカメラに映し，映され

たイメージは解析ソフト LEPAS12 [48]で観察した．測定には導波路アレイの数 (n) が

6 の光偏向素子を使用した．位相変調を行ってないときのデバイスの FFP を Fig．

4.12(a) に示す．曲線導波路から漏れた光による影響とサイドローブも観察されたが，  

 

Fig．4.11 : FFP measurement setup for reference data. 
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            (a) 2D profile of FFP                   (b) 1D profile of FFP 

Fig．4.12 : FFP measurement results and comparison with calculation results. 

 

画像の中心部に高強度のメインローブが存在し，その両辺に，グレーティングローブが

存在する．FFP の縦方向は，出射端の NA に応じて広がるので，縦方向に対しては長

くなる．結局，重要となる情報は横方向となるので，横方向プロファイルを解析した．

Fig．4.12(a)に示した部分のプロファイルを示したのが，Fig．4.12(b)となる．光学系

のレンズの面とデバイスの出射端面が完全な平行になってないため，メインローブの位

置が角度の中心から-13.3 °離れていた．また，メインローブから 31.3 °，-32.4 °離れた

ところにグレーティングローブが存在することが確認された． 

BPM を用いて計算された結果が Fig．4.12(b)の赤線のグラフとなる．デバイスの作製

誤差，導波路から光漏れなどにより計算結果とは異なる部分も存在するが，計算結果は

実験の結果とよく一致しており，正しい FFP 測定ができていることと，素子が設計ど

おり作製されたことが確認できた． 

 次は，各電極に電圧をかけ，位相変調を行った．Labview [49]を用いて作成された電

圧印加プログラムを用いてドライバボードに信号を送り，電極に電圧を印加した．ある

点でメインローブが形成されるように手動で電圧値を調整する．その結果を Fig．4.13

に示す．手動で電圧の値を調整することにより-偏向される様子が確認された．本来，

偏向角度をより精密に調整するために，フェーズドアレイの印加電圧は出力光の状態を

観察しながら自動フィードバック制御を行うことで最適化されるが(Fig．4.14)，この測

定系では出力のデータを抽出してフィードバックさせることができなかったため，今回

は手動での電圧調整による基礎的な検討のみとした． 

 この測定により，デバイスの FFPが確認され，位相変調による偏向が確認された． 
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Fig．4.13 : Beam steering in the Fig．4.11 setup. 

 

下記からは自作された光学系とリニアな角度変化が観察可能な測定プログラムを用い，

より精密な偏向測定を行った． 

 

4.4.2 位相変調プログラムの作成 

 

 作製誤差などにより生じるデバイスの位相エラー [50]を補正し，偏向角度をより精

密に調整するために，LEPAS12 DLL [49]と LABVIEWを用い，Fig．4.14のアルゴリ

ズムを持つ測定プログラムを作成した．位相変調量と電流量の関係を把握し，位相変調

量に応じた電流を入れても，位相変調部以外で起こる位相変化により，計算通りの位相

変調はできない．そこで，より精密に偏向させるためには，出力光の状態を観察しなが

ら自動フィードバック制御を行う最適化が必要となる．Fig．4.14はこのような最適化

を行うアルゴリズムである．まず，観察したい場所の座標(x,y)を入力するとその場所で

の光強度が表示される．その後，指定されたボード (n1) に接続し，そのボードで指定

されたチャネル(mn11)に接続する．各チャネルはデバイス上の各電極へ接続されており，

mn11に Vminから Vmaxまで，V 間隔にバイアス電圧を印加し，その時の(x,y)での光強

度をモニタする．この際，(x,y)での光強度が最大になる電圧値をmn11への印加電圧とし

て決め，mn11では，その印加電圧を維持する．同様な作業を全てのボード，チャネルで

行うことで，(x,y)への偏向が可能となる．また，このアルゴリズムを使用すると作製誤

差によるデバイスの位相エラーを補正することも可能となる．下記からは Fig．4.15に

示す自動フィードバック制御が可能となる測定系を構成し，作成された位相変調プログ

ラムを使用して測定を行った． 
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Fig．4.14 : The algorithm of voltage determination for optical beam steering. 

 

Fig．4.15 : The measurement setup for feedback control. 

 

 

Fig．4.16 : FFP of the PA optical beam steering device in the fabricated optical setup. 
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4.4.3 二つの FFP光学系の比較 

 

 対物レンズと二つの凸レンズから構成された FFP 光学系を用いて測定を行った．ま

ずは，位相補正を行ってないときの FFPイメージを観察し，4.4.1の測定結果との比較

を行った．2インチ凸レンズを使用し，導波路アレイ数が 6個の光偏向素子の測定結果

を Fig．4.16に示す．図より，自作した光学系を用いてデバイスの FFPが観察された．

画像に表れている干渉縞などの像の乱れはレンズの傷や埃などに起因していると考え

られる．また，4.4.1 の測定結果に比べ，サイドローブの強度が増加されていることが

確認できた．対出射端と対物レンズとの距離がWD(=0.2 mm)より大きいことや，対物

レンズの傷，レンズ径の大きさなどがその原因と考えられ，レンズの最適化によって改

善が可能である． 

 

4.4.4 フェーズドアレイ光偏向素子の偏向特性評価 

 

次に，デバイスの偏向測定を行う．2インチ凸レンズと対物レンズより構成された FFP

光学系を使用し，x方向に対して偏向を行って得られた結果を Fig．4.17に示す．Fig．

4.17 により位相変調による光偏向が確認される．偏向角度が大きくなると，グレーテ

ィングローブの強度大きくなり，各導波路アレイ間の位相差=となる角度でメイン

ローブと等しい強度を持つ．その角度以上偏向するとグレーティングローブの強度がメ

インローブより大きくなる．しかし，導波路アレイが 6個の光偏向素子の場合，偏向角

度が小さい場合でもグレーティングローブとメインローブとの強度間に大きな差が見

えない．これの原因として，導波路アレイの数が少ないため精密な位相変調ができなか

ったことが考えられる．実際に Fig．4.16(b)に示した導波路アレイが 14 個の光偏向素

子の場合，上記のような強度関係がより鮮明に確認される． 

導波路アレイの数は第 2章で述べたようにメインローブの半値幅にも影響を及ぼす．最

初角度でのメインローブの半値幅は導波路アレイ 6個の場合，約 4.6 °であるのに対し，

導波路アレイ 14個の場合は約 2.5 °となる．これらの結果により，より解像度の高い光

偏向には導波路アレイ 14個の方が適切であると考えられる． 

 

4.4.5 フェーズドアレイ光偏向素子の波長依存性 

 

波長を 1530 nmから 1570 nmまで変化させて得られた測定結果を Fig．4.18に示す．

位相制御せず，波長を変えた時，導波路アレイの数が 6個の場合，メインローブは 2.3 °

移動し，14個の場合，4.8 °移動した．しかし，位相が制御された状態で波長を変える

と変化は小さくなり，特に導波路アレイ数が 14個の場合，0.8 °となった．デバイスの 
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(a) FFP of the PA optical beam steering device having 6 waveguide arrays 

 

(b) FFP of the optical beam steering device having 14 waveguide arrays 

Fig．4.17 : Beam steering device of the fabricated PA optical beam steering device. 
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         (a) FFP of the different wavelength          (b) Main lobe peak shift 

Fig．4.18 : The wavelength dependency of the PA optical beam steering device. 

 

位相エラーで生じた位相差の影響で，位相制御されてない時，サイドローブの変化やメ

インローブの移動が多少大きくなると考えられる．しかし，位相変調により，各導波路

アレイ間での位相を補正された最適条件下で，波長を変えるとその変化が小さくなった．

実際の使用を考えると，位相制御された場合での波長依存性が重要となり，Fig．4.18

の結果より作製された素子の Cバンド帯内 (1530 nm~1565 nm) での低波長依存性が

確認された．また，この低波長依存性は，フェーズドアレイ光偏向素子の設計方針とな

る[32]から作製されたフェーズドアレイ光スイッチ[51]の低波長依存性と一致すると考

えられる． 

 

4.6 第 4章のまとめ 

 

 作製されたフェーズドアレイ光偏向素子の伝搬損，IV 特性などを含めた基礎特性評

価を行い，FFP 光学系を用いてデバイスの偏向特性，波長依存性などを測定した．基

礎特性測定により，0.66 dB/mmの直線道路伝搬損が得られ，ダイオード特性が確認さ

れた．また，製作された FFP 光学系を用いて，デバイスの偏向様子を確認し，導波路

アレイ数の影響も確認した．導波路アレイ数が多くなるとメインローブの半値幅が小さ

くなり，サイドローブも低減され，より精密な偏向が可能となった．最後に，波長依存

性測定を行い，位相制御された状態で，デバイスの低波長依存性を確認した． 
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第5章 斜めエッチングを用いた垂直出射型光カプラ 

 

この章では，斜めエッチングより形成された反射ミラーを用いた垂直出射型光カプラの

設計，製作，そして評価について述べる． 

 

5.1. デバイスの設計 

 

 まず，固有モード展開法 (EME method : Eigen-Mode Expansion method)を用いて

斜め反射ミラーの角度と出射光の強度との関係を確認する．また，斜めエッチング時に

傾斜面があるアルミニウム治具が使用されるので，有限要素法 (FEM : Finite Element 

Method) を用いてエッチングチャンバー内での電界分布の様子を確認する． 

 

5.1.1. 固有モード展開法 

 

 光の伝搬方向を zとし，Fig．5.1のように領域を分割し，分割された領域内では z方

向に対して屈折率が一様と仮定する．この領域内を伝搬する電界は次のように表される． 

 

E(x, y, z) = em(x, y)e
iβmz Eq. (5.1) 

 

すなわち em(x,y)の 2 次元分布を持った電界（または磁界）が伝搬定数mに従って z方

向に伝搬する．この em(x,y)および伝搬定数m はそれぞれ２次元（x,y 平面）の屈折率

分布より定義される波動方程式の固有関数および固有値として求めることができる．こ

れは２次元の固有モードを解析する際に用いられるが，それに加えて z方向への伝搬を

考慮した位相の項を付加し，定義された３次元構造に対して逐次計算によって電界の伝

搬を計算することが可能となる．このような計算の手法を固有モード展開（Eigenmode 

expansion）法と呼ぶ．BPMが一方向のみの伝搬解析であるのに対して，z軸の伝搬と

して exp(jz)と exp(-jz)を考慮することで逆伝搬についても解析が可能である特徴を

持つが，固有モードが計算できる構造にしか適用できないという欠点もある． Eq．(5.1)

より得られたモードはシンプルな z依存性を持つことが分かる．そのため，z方向に緩

やかに変化する構造体での解析には，固有モード展開法が効果的である． 

リニアに変化する構造体でのマックスウェル方程式の解は進行波と後退波の和として

表現することができる．それを式として表すと次式のようになる．  
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Fig．5.1 : The structure representation in EME method. 

  

𝐄(x, y, z) = ∑ (ake
iβkzM

k=1 + bke
−iβkz)𝐄k(x, y)  : electric field Eq. (5.2) 

𝐇(x, y, z) = ∑ (ake
iβkzM

k=1 − bke
−iβkz)𝐇k(x, y)  : magnetic field Eq. (5.3) 

ak : Forward amplitude， bk : Backward amplitude，βk : Propagation constant，

𝐄k(x, y) : Mode profile of electric field，𝐇k(x, y) : Mode profile of magnetic field 

 

これらの式を用いて隣接する二つの領域の境界での解析について説明する．Fig．5.2

に示したように領域 a での進行波の振幅をak
+，後退波の振幅をak

−とし，同様に領域 b

での進行波の振幅をbk
+，後退波の振幅をbk

−とすると二つの領域の境界では，マックス

ウェルの連続条件を満たす．つまり，Eq．(5.4)のように両側の電界のタンジェント成

分が等しくならないといけなく，電界と磁界と間には，Eq．(5.5)のような正規直交性

が成り立つ． 

 

∑ (ak
+eiβkzM

k=1 − ak
−e−iβkz)𝐄𝑘,𝑡

𝑎 (x, y) = ∑ (bk
+eiβkzM

k=1 − bk
−e−iβkz)𝐄𝑘,𝑡

𝑏 (x, y)  Eq. (5.4) 

∫(𝐄x,jHy,k −Ey,j𝐇x,k) ∙ d𝐒 = δjk Eq. (5.5) 

 

 Eq．(5.4)と Eq．(5.5)を用いると Eq．(5.6)に表した分散行列 SJが求まり，この SJを

求めることで異なる二つの領域での電界が計算できる． 

 

[
𝒂−

𝒃+
] = 𝑆𝐽 [

𝒂+

𝒃−
] Eq. (5.6) 

 

 これらの式では，z方向に伝搬するという仮定のみ使用し，方程式を計算する際，近

似が使用されてないためマックスウェルの方程式の厳密解と言える．しかし，数値計算

で固有モード展開法を行う場合では，有限のモードで計算が行われる．より高次のモー

ドを含めて計算すると計算の精度は高くなるが，計算時間が長くなる．固有モード展開

法は進行波と後退波が両方含まれているため，反射が計算でき，分散行列を用いる手法
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Fig．5.2 : The relationship of mode coefficients at a join 

 

は全ての入力に対して解を提供するが，計算する領域が大きくなると計算時間が長くな

るので，小さな領域での解析に良く用いられる [52]． 

 本研究では，固有モード展開法解析に [33] の ModePROP を使用する．このソフト

では，伝搬方向に垂直な方向の解析にフーリエ級数展開を使用する．フーリエ級数展開

をマックスウェルの方程式に代入することで効果的に固有値を求める． 

 

 

5.1.2.  固有モード展開法を用いたデバイスの断面構造解析 

 

 Fig．5.3 に示す垂直出射光カプラの断面構造の解析を 2 次元固有モード展開法で行

う．幅 500 nmのコア層の上下に厚さ 1.05 mのクラッドが設けられ，更に上部のクラ

ッド上に反射防止膜の役割をする SiO2があるスラブ導波路を想定し，出射するところ

に斜めにエッチングされた反射ミラーを導入する．導波路の左端に導波路の固有モード

と同じ入力光を定義し，反射ミラー透過光，垂直出射光，導波路への反射光の強度を計

算した．このモデルで得られたシミュレーション結果を Fig．5.4に示す． 

 

 

 

Fig．5.3 : The simulation model. 
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       (a) The electric field distribution    (b) The effect of the air gap width 

      

(c) The effect of SiO2 thickness       (e) The effect of the reflective mirror angle 

Fig．5.4 : The simulation results of the device. 

 

 Fig．5.4(a)は電界分布の様子を表しており，この結果より，導波路内の光が反射ミラ

ーで反射され，基板に対して垂直な方向へ出射されることが確認できる．この際，斜め

エッチングされた領域の幅 dは垂直方向へ出射される光の強度に影響を及ぼす．(SiO2膜

がない場合，)その関係を示したグラフが Fig．5.4(b)となる．d が小さい場合では，反

射ミラーでのエバネッセント波が反射ミラー後の導波路と結合するため，垂直出射され

ず透過する成分の光強度が大きくなり，d=0.7 mで dに対する変化が十分小さくなる．

このことから，斜め反射ミラーの構造をグレーティングカプラとして使用する場合は d

を 0.7 m以下にする必要があるが，単反射ミラーで効率的に垂直方向へ光を出射させ

るためには，dを 0.7 m以上にする必要がある 

SiO2 thickness =100nm 

° 

° 
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反射ミラーから反射された光の一部は導波路の空気との境界で反射され，入力導波路方

向へ戻ってしまう．これは上部クラッド上に SiO2を設けることで低減することができ

る．SiO2の厚みの影響を示したグラフが Fig．5.4(c)である．多層膜干渉により各パワ

ーモニタでの光強度は SiO2の厚みに対して周期的な値を持ち，SiO2の厚みが 300 nm

のとき，約 90%の光が垂直方向へ出射され，導波路へ反射される光は 7%以下まで低減

できる．今回の計算では SiO2単層のみを扱ったが，屈折率の異なる SiNxなどの材料と

組み合わせた多層膜とすることで，さらなる特性改善が期待できる． 

反射ミラー角度も各パワーモニタでの光強度に大きな影響を及ぼす．が大きくなると

導波路方向へ反射される光の成分が多くなる．そのため，垂直方向への光強度が減り，

入力導波路方向への光強度が増加する．その関係を示したグラフが Fig．5.4(d)である．

パワーモニタ#1 で光強度はが 45°のとき最大となり，55°以上になると急激に低下す

る．そのため，垂直出射光カプラとして使用するには，を 55°以下にする必要がある． 

 

5.1.3. 有限要素法を用いた静電界の解法 

 

有限要素法では，有限要素 (Finite element) で領域を細かく分割し，各要素で計算さ

れたエネルギーの総和が最小になるような条件を求める[53]．このような有限要素法を

用い，2次元の誘電率分布があって境界での電圧値が与えられたとき，ポアソン方程式

に基づいて電界分布を計算する．この際，斜めの構造があるため，差分法による三角メ

ッシュの要素法が適していると考え，三角メッシュを使用した．  

 有限要素法に基づいたソフト[54]を用いて，斜めエッチングする際のチャンバ内部の

電気力線を計算する． 

 

5.1.4. 有限要素法を用いたチャンバ内部の電気力線計算 

 対向する傾斜金属治具を用い，ドライエッチングすることで斜め端面の作製が可能と

なる[55]．しかし，Si ウェハ上に治具を配置するため，質量の重い金属治具を使用する

と Si ウェハが割れてしまう恐れがある．そこで，垂直出射光カプラの斜め導波路端面

を形成するのに当たって，軽くて安価の Al 治具を使用した．モデルを簡略化するため

に，Fig．5.5(a)のような平行平板型 RIEを想定し，対向する Al 製 45°斜め冶具と InP

サンプルを設置し，RIE 上面に 100 V，Al 冶具下方の基板を接地して計算を行う．下

面の境界は設置された Si ウェハを想定し，誘電率は Al=1000000，InP=10.9，Si=12.1 と

し，領域の大きさは Fig. 5.5(a)のように設定する． 
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(a) The simulation model     (b) The line of electric force in the slanted stages 

 

(c) The line of electric force in one Al stage 

Fig．5.5 : The effect of Al stages in the etching chamber. 

 

 Fig．5.5(b)は Fig．5.5(a)のモデルを用いて得られた電気力線の分布であり，Fig．5.5(c)

は一つの治具のみ使用した時の電気力線分布である．金属である Al 治具を使用するた

め，治具周辺での電気力線は治具の方に曲げられる．そのため，治具を一つのみ使用す

ると反応性分子が基板に対して垂直に衝突する．しかし，対向した Al 治具を設置する

と反応性分子は対向した治具に曲げられ，吸収される．結局，垂直方向へエネルギーを

持った反応性分子が基板に衝突するようになり，その結果として斜めエッチングが可能

となる．また，治具の下部に行くほど，電気力線の遮蔽効果が大きいため，Fig．5.3

のが小さくなると予想される． 

 

5.2. 作製プロセス 

 

 使用するウェハの層構造は Table．2.1 と同様であるが，コア層は InGaAsP Q1.37

より伝搬損が小さい InGaAsP Q1.3を使用した．フォトマスクの作製から始め，ウェハ

ウェットエッチング，スパッタ，ドライエッチングまでの作製工程により垂直出射光カ

プラを作製した． 
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        (a) Magnification ratio: 10X        (b) Magnification ratio : 20X 

Fig．5.6 : Fabricated photo mask. 

 

5.2.1. フォトマスクの作製 

 

 フォトリソグラフィの際，使用するフォトマスクを作製する．反射ミラーを形成する

ためには，Fig．5.3のような長さ dのギャップが必要となる．本デバイスの作製では，

dはシミュレーション結果により 0.7 m以上必要となるが，出射端ファイバとの位置

調整を用意に行うために，本作製では，10 mとした．フォトマスクのパターンとして

ギャップが入った直線導波路とギャップが入ってない直線導波路を用意し，直線導波路

は 100 m間隔で配列した．ギャップがない直線導波路は伝搬損を計算する際に使用す

る．このようにデザインされたパターンを用いて EBリソグラフィによりフォトマスク

を作製した．Fig．5.6に作製されたフォトマスクのレーザ顕微鏡写真を示す． 

 

5.2.2. InGaAsの除去 

 

p-InGaAsは電極とオーミックなコンタクトを形成する役割をするが，吸収係数が大き

い．今回作製する垂直出射光カプラでは電流注入する必要がないので，はじめにウェッ

トエッチングにより、p-InGaAsを除去した． H2SO4とH2O2と純水を 1:1:5の割合で

混合し，5oC に保った薬液でエッチングを行った．この溶液に劈開したウェハを入れ，

約 40 秒間ウェットエッチングを行う．エッチングする際に表面の色が変化していくの

で，p-InGaAs がエッチングされる様子が確認できる．今回はパターンなしで基板の

InGaAsをすべて除去するので，エッチング時間は十分長くして完全に InGaAs を除去

できるようにした．ただし，パターンがある場合はアンダーカットの進行が速いため，

エッチングしすぎないように注意する必要がある．エッチング終了後，表面の状態を確

認した後，次のステップであるスパッタを行う． 
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5.2.3. SiO2膜の形成 

 

 SiO2 膜は，光学的には上記のように反射防止膜の役割をするが，作製プロセスでは

ドライエッチング時のハードマスクとするため，ドライエッチングからパターンが保護

できる厚さにしないといけない．特に，治具の遮蔽効果より，治具の下部での InP/SiO2

選択比は通常より小さくなる．そのため，治具のない時に比べ，長時間エッチングを行

い，治具上部のパターンを保護するためにはハードマスクを厚くする必要がある．本研

究では，厚みを 1.3 mに設定し，20分以上のドライエッチングに耐えられるようにし

た．スパッタリングにより SiO2膜を形成するが，この際，ハードマスクの膜質を高め

るために 120 ℃に加熱した状態で 130分間スパッタリングを行う．これにより，約 1.3 

m の SiO2を製膜した． 

 

5.2.4. 導波路パターン形成 

 

フォトリソグラフィにより導波路パターンを形成した．フォトレジスト TSMR8900を， 

500 rpmで 5秒，6000 rpmで 60秒の条件でスピンコーティングした．塗布したレジ

ストを固めるために，110 ℃で 90 秒間プリベークを行った．アセトンでエッジビード

を除去したのち，先述のフォトマスクを用いて露光を行った．露光が終わったウェハは

NMD3で 27秒現像を行い，純水で 2回リンスを行った．現像されたパターンを顕微鏡

で確認し，110 ℃でポストベークを行った．SiO2ドライエッチングは低ソースパワーで

40 分以上行うので，レジストのエッチング耐性を十分高める必要がある．ポストベー

クを行うことでエッチング耐性が高くなるため，5分程度行う． 

 

5.2.5. SiO2のドライエッチング 

 

導波路パターンが形成されたウェハに，ICP–RIEを用いて， Table．5.1の条件で SiO2

のエッチングを 60 分行った．エッチング後に顕微鏡で表面の状態を確認しながら，必

要に応じて追加のエッチングを行った．SiO2 のドライエッチングが終了後残ったレジ

ストは Table．5.1に示した O2アッシングで除去した． 

 

5.2.6. Al治具の SiO2コーティング 

 

 Al治具は Cl2ガスを用いた InPドライエッチングする際，Cl2ガスに反応し，反応よ

り生じた副生成物が InP のエッチングを妨げると考えられる．これを防ぐために，Al

治具に EB蒸着を用いて SiO2コーティングを行った．蒸着の前に，研磨剤を用いて Al

治具の表面を平坦にし，アセトン溶液に入れて超音波洗浄に 10分間かけ，さらに IPA 
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Table．5.1 : ICP-RIE condition for each process. 

 

 

で洗浄した．表面に残った IPA を拭き取った治具に 2 回の EB 蒸着により，SiO2コー

ティングを行った．Al 全面を覆う必要があるため，複数回の製膜が必要となる．まず

は，傾斜面がある部分に厚さ 1.5 mの SiO2を蒸着させた．2回目の蒸着では，基板を

載せない治具のみ裏返し，再び 1.5 m蒸着させた．SiO2の厚みが厚くなるほど Cl2ガ

スから Al 治具を保護できる時間が長くなるが，製膜時の蒸着源が不足しないように注

意を要する． 

 

5.2.7. InPのドライエッチング 

 

SiO2コーティングされた Al 治具を用い，InP のドライエッチングを行う．InP をエッ

チングする際，200 ℃以上の高温にしないとエッチングにより生じた副生成物が除去さ

れにくくなる．経験上，InP の最適なエッチング温度は 220 ℃である．InP の温度を

220 ℃まで上げるためには，Al治具の温度を 220 ℃まで上げる必要がある．放熱用シリ

コン(熱伝導率 0.96 W/m∙ K，サンハヤト SCH-30)を Si基板と Al治具間に塗ることで，

Si基板と治具間の熱伝導性を高めた．また，実際に Al治具上面の温度が上昇している

かを確認するため，サーモテープを用いて Al 治具を 220 ℃まで温めるために必要なヒ

ータの温度と加熱時間を測定した．実験の結果，ヒータの温度 260 ℃の場合，約 20分

間加熱すると治具の温度が 220 ℃に達した．これに基づき，InPのドライエッチング時

にヒータの温度を 260 ℃に設定し，Heガスを Siウェハの裏に流しながら 20分間加熱

を行った後，Ar/Cl2を導入して 22分 20秒間 InPのエッチングを行った． 

 Fig．5.7に作製プロセスの模式図を示す． 
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Fig．5.7 : Slanted waveguide process chart. 

 

 

 (a) The result with no coated jigs         (b) The result with coated jigs 

Fig．5.8 : The effect of jig coating. 

 

5.3. 作製されたデバイスの SEM写真とパターン配置の影響 

 

Fig．5.8 に Al 治具を SiO2コーティングしたときの結果とコーティングしてないとき

の結果を示す．SiO2コーティングされてない Al治具を使用すると Fig．5.9(a)のように

Al のエッチングにより生じた副生成物が InP のエッチングに影響を与え，表面荒れが

発生しておりエッチングレートも遅くなった．それに対し，SiO2コーティングで Al治

具を保護するとこの影響を抑制させることが可能となり，Fig．5.8(b)のような表面荒れ

の少ない斜めエッチング面が得られた． 

 5.1.4 で書いたように治具下部では，治具の遮蔽効果が大きく，治具上部では，その

効果が小さい．この差は斜めエッチングする際のエッチング深さとエッチングされた面

の角度に影響を与える．Fig．5.9 にパターンの配置と各位置で得られたパターンの

SEM写真を示す．Fig．5.9より全てパターンに斜めの反射ミラーが形成されたことが

確認できるが，治具上部の方のが大きく，エッチング深さも大きいことが確認できる． 

各パターンは 1.82 mm間隔で置かれてある．治具の一番上部に配置されたパターンか

らの距離を x にしたとき，各パターンでのエッチングレート(D)，エッチングされた面
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の角度と x 間の関係を示したのが Fig．5.10 となる．Fig．5.10 から分かるように治

具上でパターンの配置を調整することでDとを制御することができる．Fig．5.4より，

垂直出射光カプラとして理想的な角度は 45°であるが，作製された=45°のパターンは

コア下部のクラッドがエッチングされてないため，測定には，=50°のパターンを使用

した． 

 

Fig．5.9 : The SEM images of the fabricated devices on different places. 

 

Fig．5.10 : The effect of pattern place on the Al stages. 
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5.4. デバイスの評価 

 

劈開された=50°，幅 3.5 m のパターンを光学測定することにより，デバイスの評価

を行った． 

 

5.4.1. 使用された測定系 

 

Fig．5.11にデバイスの測定に使用された測定系を示す．波長可変レーザ（Tunable laser 

diode: TLD）から出射された光を偏波制御器（Polarization controller: PC）を用いて

入力ファイバから TEモードとして出射されるよう調整した．偏波制御器から出た光は

光減衰器(Variable optical attenuator: VOA)により，テーパーSMFから強度 0 dBmで

出射されるように調整した．この出射光は幅 5 mの導波路に入射される．その後，光

はテーパー構造より 3.5 mまで狭めた導波路を伝搬し，斜めの反射ミラーで基板に垂

直な方向に反射され，上面に出射される．このとき撮られた赤外線イメージを Fig．5.11

に示す．左側に見えるスポットは導波路入力部における散乱光であり，右側の大きなス

ポットが反射され出射された光である．出射された光はテーパーSMF，もしくは，ノ

ーマル SMFに結合され，この光強度は光パワーモニタ（Optical power monitor: OPM）

で測定した． 

 

Fig．5.11 : Optical setup for the optical coupler. TLD : tunable laser diode, PC : 

polarization controller, VOA : variable optical attenuator, OPM : optical power 

monitor. 
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5.4.2. 測定結果及び考察 

 

 まずは，作製された幅 3.5 m，導波路の伝搬損を Fabry-Pérot測定法を用いて測定

した．垂直出射光カプラ作製用フォトマスクには，Fig．5.6 に示したようにギャップ

が入ってあるパターンと入ってないパターンが交互に並んでおり，導波路伝搬損測定に

は，斜めの反射面が入ってない導波路を用いた．第 4章で説明した方法と同様な方法で

測定を行い，1.0 dB/mm の伝搬損が得られた．作製された導波路は下部のクラッドま

でエッチングされたハイメサタイプの導波路であるため側面の荒さの影響を強く受け，

第 3章での光偏向素子の導波路より伝搬損が大きくなったと考えられる． 

 次に，二種類のファイバを使用し，光カプラのトレランス測定を行った．Fig．5.11

に示したように出射端のファイバをx，z方向に移動させて得られた結果を Fig．5.12

に示す．テーパーSMF，ノーマル SMFで測定して得られたトレランス結果の半値幅は

x方向の場合，3.3m，5.5mであり，z方向の場合，2.4m， 5.6mである．ま

た，波長 1550 nmでの入出力ファイバ間の総損失は，テーパーSMFの場合，13.3 dB

であり，ノーマル SMFの場合，19.8 dBであった．先述のように伝搬損は 1.0 dB/mm

で，入力テーパーファイバと入力導波路間の結合損を約 5 dBと見積ると光カプラと出

力 SMF間の結合損は，テーパーSMFのとき 7.3 dB, ノーマル SMFのとき 13.8 dBと

なった．ノーマル SMF で測定するとテーパーSMF で測定した時より，トレランス特

性が改善されたが，結合効率が悪くなった．これは光カプラのモードサイズとノーマル

SMFモードサイズとの差がテーパーSMFの場合より大きいためである．上部クラッド

上にレンズ構造を挿入し[56]，モードのサイズを拡大することでノーマル SMF との結

合効率が改善されると考えられる． 

 

 

    (a) Tolerance of the tapered SMF       (b) Tolerance of the normal SMF 

Fig．5.12 : The tolerance characteristics of the optical coupler. 
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Fig．5.13 : Wavelength dependency of the fabricated optical coupler. 

 

Fig．5.13に光カプラの波長依存性を示す．素子内の Fabry-Pérot振動に起因する強度

の変動が多少みられるが，Cバンド帯内での低波長依存性が確認された． 

 

5.5. 第 5章のまとめ 

 

第 5章では，斜め反射ミラー用いた垂直出射光カプラについて説明した．固有モード展

開法，有限要素法でデバイスの設計および特性評価を行い，対向した Al 治具を用いた

ドライエッチングによりデバイスを作製した．作製されたデバイスのファイバ間の総損

失は出力側のファイバがテーパーSMF の場合，13.3 dB が得られ，ノーマルファイバ

の場合，19.8 dBが得られた．また，Cバンド帯内で低波長依存性を示した．この光カ

プラは作製プロセスが簡単であり，光を基板垂直方向へ効率的に結合させることが可能

であることが示された． 
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第 6章 結論 

 

 本研究は，高性能光偏向素子の実現を目的とし，InPフェーズドアレイ光スイッチを

応用した高速でコンパクトな InP フェーズドアレイ光偏向素子を提案・実証した．さ

らに，偏向させた光をオフチップ方向に出射させるための構造として斜め反射ミラーを

用いた垂直出射光カプラを提案・実証した． 

 第 2 章から第 4 章までは，面内 1 次元光偏向素子について述べた．直線導波路，曲

線導波路，スラブなどを用いて導波路の設計を行い，2次元ビーム伝搬法を用いて，設

計されたデバイスの出射光の様子と偏向を解析した．設計された光偏向素子は化合物半

導体プロセスを用いて作製した．また，作製された光偏向素子の光学測定をするために，

FFP 光学系を構築した．使用された FFP 光学系は NA=0.65 の対物レンズと二つの凸

レンズにより構成され，凸レンズの組み合わせにより，FFP を拡大，縮小することが

可能である．また，光偏向素子の偏向特性を測定するために，フィードバック制御を用

いた位相変調プログラムを作成した．測定結果，FSRは 28.6 °となり，位相変調による

連続的な光偏向が確認された．また，導波路アレイの数が多くなると波形の半値幅が狭

まり，より精密な偏向が可能となった．また，素子の波長依存性を確認し，アレイ数

14個の光偏向素子の 1530nm~1570 nmでのメインローブ移動量は 0.8 °に収めた． 

 第 5章では，斜め反射ミラーを用いた垂直出射光カプラについて述べた．二つの対向

した Al 治具を用いて作製される垂直出射光カプラは作製プロセスがシンプルというメ

リットを有する．また，反射防止膜を設けることにより，更に結合効率を向上させるこ

とが可能である．作製された幅 3.5 m，高さ 2.5 mのハイメサ導波路型光カプラを，

シングルモードファイバを用いて測定し，テーパーファイバ間の結合損は 13.3 dBとな

った．また，Cバンド帯での低波長依存性も確認した． 

 以上のように本研究では，面内 1 次元光偏向素子と垂直出射光カプラの設計，作製，

測定を行い，デバイスの実現と原理検証に成功した．面内 1次元光偏向素子と斜め反射

ミラーを用いた垂直方向出射光カプラを集積することで，高効率のオフチップ 1次元光

偏向素子が実現できると期待される．また，この光偏向素子をアレイ化するか，もしく

は，斜めミラーを用いたグレーティングカプラを形成することで，オフチップ 2次元偏

向可能な高性能素子が実現されると期待する． 
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付録 

 

実験装置一覧 

 

本研究でデバイスの作製プロセス際，主に使用された実験装置を列挙する． 

 

Table．A.1 : The list of experimental equipment for device fabrication. 

EB描画(フォトマスク) ADVANTEST F5112* 

スピンコータ MIKASA 1H-D7 

フォトリソグラフィ Karl Suss MJB3 

スパッタリング (Si3N4，SiO2) ULVAC MNS-2000RF 

スパッタリング (SiO2) ANELVA E-200S 

ドライエッチング  ANELVA L-201D 

電子ビーム蒸着 ANELVA L-042E 

スパッタリング(Au 裏電極用) SANYU SC-701 

アニーリング YONEKURA 

ワイヤーボンディング WEST BOND 7700D 

*武田先端知ビルスーパークリーンルーム所有 
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略称 

 

本論文に登場した略称の正式名称を以下のようにまとめる． 

  

LIDAR : Light Detection And Ranging 

RF : Radio Frequency 

IM/DD : Intensity Modulation with Direct Detection) 

LOS : Line of Sight  

FSOI : Free Space Optical Interconnect 

MEMS : Micro Electro Mechanical System 

TTP : Tip Tilt Piston 

LC : Liquid Crystal 

PA : Phased Array 

SLC : Stressed Liquid Crystal  

PhC : Photonic Crystal 

MMI : Multi-Mode Interferometer 

SOA : Semiconductor Optical Amplifier 

MLA : Micro Lens Array 

AWG : Array Waveguide Grating 

FWHM : Full Width at Half Maximum 

BPM : Beam Propagation Method 

PIC : Photonic Integrated Circuit 

FFT-BPM: Fast Fourier Transform-BPM 

FD-BPM : Finite Difference-BPM 

FE-BPM : Finite Element-BPM 

CAD : Computer-Sided Design 

ICP-RIE : Inductive Coupled Plasma-Reactive Ion Etching 

RIE : Reactive Ion Etching 

EB : Electron Beam 

SEM : Scanning Electron Microscope 

FFP : Far Field Pattern 

SMF : Single Mode Fiber 

CCD : Charge Coupled Device 

NFP : Near Field Pattern 

NA : Numerical Aperture 

MO lens: Micro Objective lens 
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FSR : Free Spectral Range 

WD : Working Distance 

EME method : Eigen-Mode Expansion method 

FEM : Finite Element Method 

TLD : Tunable Laser Diode 

PC : Polarization Controller 

VOA : Variable Optical Attenuator 

OPM : Optical Power Monitor 
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面内1次元光偏向素子の測定系写真 

 

 面方向出射光偏向素子のFFPの測定の前に，CCDカメラのピクセルと角度との関係

を調べるために行った実験に使用された測定系の写真をFig．A.1に示す．Fig．A.1の光

学系はNA=0.65の対物レンズと焦点距離がそれぞれ4cmと6cmの1インチ凸レンズから

構成されている．2インチ凸レンズ (焦点距離 : 6cm，10cm) を使用した場合も同様な

測定系を使用した． 

 

 

Fig．A.1 : Measurement setup for collimated fiber FFP image. 

 

 Fig．A.1の測定系で1ピクセル当たりの角度変化量を計算し，Fig．A.2の測定系を用

いて光偏向素子の測定を行う． 

 
Fig．A.2 : Measurement setup for optical beam steering device. 
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面内1次元光偏向素子のFFP 

 

 光偏向素子の偏向特性を測定する際，ピークになる位置をx方向に対して20ピクセル

間隔に変えて測定を行った．2インチ凸レンズを使用した光学系でのFFP測定結果をFig．

A.3に示す．導波路アレイ数が多い方が波形の半値幅が狭まり，より偏向角度の制御が

やりやすい． 

 

(a) The FFP of the beam steering device having 6 waveguide arrays 

 

(b) The FFP of the beam steering device having 14 waveguide arrays 

Fig．A.3 : Beam steering characteristics of the fabricated device. 
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光偏向素子の測定に使用されたプログラム 

 

 LEPAS12 DLL[48]を用い，LABVIEW[49]から作成した光偏向素子測定用のプログ

ラムのメイン画面をFig．A.4に示す。また，下記にプログラムのボタン，表示の意味を

書いておく． 

 

 

Fig．A.4 : The measurement program for beam steering. 

 

(1) 電圧を印加するボードの順番を表す． 

(2) 電圧を印加するチャネルの順番を表す． 

(3) バイアス電圧の最小値，最大値，間隔を決める． 

(4) 指定した座標で光強度が最大になる電圧値を探す(ピークサーチ)． 

(5) ドライバボードのアドレスを指定する． 

(6) 与えられた座標での光強度(カウント数)を表す． 

(7) カウントを始める． 

(8) ピークサーチにより作成された電圧-光強度のグラフを保存する． 

(9) 保存されたイメージを3次元グラフに表示する． 

(10) メモリ内に保存されたイメージを削除する． 

(11) ダークイメージを取得する．(ダークイメージ取得時は，光を入射しない．) 

(12) ダーク減算されてないイメージを保存する． 

(13) 観察しない座標を指定する． 

(14) ダーク減算されたイメージを保存する． 
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(15) 各チャネルに印加する電圧を16進数で表示する． 

(16) 各チャネルに印加する電圧を10進数で表示する． 

(17) 現在に印加する電圧値を保存する． 

(18) 保存された電圧値を読み出す． 

(19) 読み出された電圧値を各チャネルに印加する． 

 

 CCDカメラとドライバボードと接続し，別のモニタよりデバイスからの出射光の様

子を確認された状態で使用を始める．まず，(13)より観察したい場所の座標を入力し，

(5)で電圧を印加するドライバボードのアドレスを指定する．その後，左上の白い矢印

ボタンを押すことでプログラムを起動させる．エラー発生の有無を確認した後，(7)を

押して光強度がカウントされることを確認する．この際，内部メモリには，カウントす

る度の全ピクセルの情報が保存される．これを保存，3次元グラフ化したい場合は，次

の通りの作業を行う．カウントを止め，光を入射させてない時，(11)よりダークイメー

ジを取得する。その後，(14)よりダーク減算されたイメージを保存することができる．

この状態で(9)を押すとダーク減算されたイメージが3次元グラフ化される．新しいイメ

ージを保存したい場合は，(10)を押してメモリ内部のイメージを削除し，光強度をカウ

ントする作業に戻り，同様な作業を行う． 

 フィードバック制御によるピークサーチを行う場合は，(1)と(2)でボード順番，チャ

ネル順番を設定し，(3)で印加する電圧の最大値，最小値，間隔を設定する．その後，

光強度がカウントされている状態で，(4)を押すことでピークサーチが行われ，その時

の各チャネルの電圧値は(15)，(16)に表示される． 
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ガラス治具を使用した斜めエッチング 

 

 SiO2で保護された対向Al治具を使用することで斜めエッチングは可能となるが，一部

Alはドライエッチングする際，反応してしまい，InP基板の表面に影響を与える．その

ため，基板表面が黒く見える現象が生じる．ガラス治具を使用すると治具の反応による

影響は無視できるが，誘電体治具を使用するため，反応性分子の移動様子がAl治具を使

用する場合とは異なる．Fig．A.5に示したFEMを用いたシミュレーション結果より，

ガラス治具を使用する場合，一つの治具でも斜めエッチングが形成されることが確認で

きる．また，ガラスの熱伝導性がAl治具より良くないため，InP基板を加熱するのに，

Al治具より高温の加熱温度と，長い加熱時間を必要とする．サーモテープを用いて測定

した結果，InPの基板を220℃まで加熱するためには，加熱温度を280℃に設定し，25

分以上の加熱時間が必要となることを確認した．45°の傾斜面を有するガラス治具を使

用して作製された垂直出射光カプラのSEM写真をFig．A.6に示す． 

 

     (a) Simulation model                    (b) Simulation results 

Fig．A.5 : FEM simulation for glass jig. 

 

 

Fig．A.6 : SEM image of the vertical optical coupler fabricated on the glass jig. 
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 治具上部に配置されたパターンの場合，基板の加熱が不十分に行われてエッチングに

より生成された副生成物が完全に除去されず，一部が基板上に残ったと考えられる．ま

た，斜めエッチングは形成されたが，その角度が大きく，光カプラとして使用するには

不十分である．そこで，傾斜面の角度を70°と80°にしたガラス治具を使用してドライエ

ッチングを行った．その結果をFig．A.7に示す． 

 

 

(a) SEM image of the vertical optical coupler fabricated on the 70° angled jig 

 

(b) SEM image of the vertical optical coupler fabricated on the 80° angled jig 

Fig．A.7 : The effect of the glass jig angle. 
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 治具の傾斜面の角度を調整することにより，角度の小さい斜め面が得られ，特に治具

の角度が80°の場合，基板下部のパターンの角度は約34°となった．しかし，エッチング

された面が平坦ではなく，曲がっている．光カプラと使用するためには，この効果も制

御しないといけない．そのため，本研究では，より平坦なエッチング面が得られるAl

治具を使用して垂直出射光カプラを作製した． 
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