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１．背景と目的
近年、レーザー、センサー、フォトニックネットワークデバイスなどへの応用の観点から、半導体微小共振器による光
学応答の制御に注目が集まっている。特に有機半導体での研究が活発になっており、最近ではファブリーペロー（FP）共
振器だけでなく、ウィスパリングギャラリーモード（WGM）が現れるリング共振器などの研究報告が多く出てきた。本
課題に関連して、これまで有機リング結晶が自己組織的に形成することを発見し、これがリング共振器として機能するこ
とを見出した[1]。
この WGM 発光は自然放射光によるものであり、
有機結晶系の報告例の中では最大となる Q 値
（～2000）
を示した。一方で WGM ピークは約 1meV かそれ以下の狭線幅であり Q 値評価には分光器分解能の問題を克服する必要
があった。さらに WGM 横モードが複数形成しそれらが重なった場合に、単一
の WGM ピークとしての Q 値評価が困難であった。本研究では波長分解能以
下の WGM 線幅とそのスペクトル形状をフーリエ分光法を用いて再現するこ
とで、精密な Q 値の取得を試み、共振器損失の詳細を明らかにすることを目
的として研究を行った。

２．試料作製と実験方法
KCl 結晶基板上に（チオフェン/フェニレン）コオリゴマー(TPCO)のマイク
ロリング結晶を気相成長法により作製した。電気炉内で KCl 結晶基板と TPCO
粉末結晶を 220℃で 2 時間加熱すると、昇華した TPCO が KCl 結晶表面に付着
し、自己組織的にマイクロメートル径のリング結晶が成長する[1]。図１は
TPCO マイクロリング結晶の顕微鏡画像である。約 3µm の直径を持っている。
また左下の挿入図は 405nm のレーザーダイオード励起による発光画像で

図１
TPCO
マイクロリング結晶の顕微鏡
図１
TPCO
マイクロリング結晶の顕微鏡画像．
左下は発光画像．
画像。左下は発光画像

ある。
このリング結晶を顕微発光分光システムを用いて室温で発光スペクト
ルを測定した。励起レーザーは 405nm のレーザーダイオードであり、ス
ペクトルは分光器と冷却 CCD で測定した。さらにフーリエ分光を行うた
めに、この顕微分光システムに図２のマイケルソン干渉計を構築した。顕
微分光システムで得られる単一リング結晶からの発光をこのマイケルソ
ン干渉計に通し、光路差を設けながらその干渉光のスペクトルを測定し
た。
2021 年 3 月
3 日 受理
*所属
静岡大学理学部
* 豊田理研スカラー
静岡大学理学部物理学科

図２ フーリエ分光のためのマイケルソン干渉計．
フーリエ分光のためのマイケルソン干渉
図２
計。顕微発光分光システムと組み合わされた。
顕微発光分光システムと組み合わされた．
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３．結果と考察
図３はマイクロリング結晶の発光スペクトルである。弱励起
下であり自然放射光のスペクトルである。複数の極めて鋭いピ
ークが形成していることがわかる。これらは結晶内で生じた発
光がリング内を周回することで生じた WGM による発光であ
る。一方で、WGM ピークとは別に 2.0-3.0eV にわたる幅広い連
続発光帯も観測できる。この連続発光帯はリング内に閉じ込め
られることなく放射された TPCO 結晶のバルク様発光である。
WGM について TPCO 結晶の既知の屈折率分散から解析すると、
赤点で示された 12 個の WGM ピークはそれぞれ方位角モード
次数が 26 から 37 に対応する WGM であることがわかった。
これらの WGM ピークのうち、2.49eV のピークについてフー
リエ分光を行った（図４(a)）。図２の干渉計の一方のミラーをピ
エゾステージで移動させて光路差を設け、光波長一周期内で十

図３TPCO
TPCOマイクロリング結晶の顕微発光スペクトル。赤
マイクロリング結晶の顕微発光スペクトル．
図３
赤点で示されたピークが
WGM による発光．
点で示されたピークが
WGM による発光。

数点のスペクトルを測定した。さらにステッピングモータース
テージを用いてマイクロメートルスケールで動かしながら全体
で数十 µm 程度の光路差範囲の干渉スペクトルを測定した。前
述したようにバルク様発光が一定程度存在するため、ピーク周
辺のエネルギー範囲で積分した発光強度を解析した。そこから
干渉計の波長一周期分の干渉振幅から干渉度（Visibility）を導出
し、この干渉度を数十 µm の光路差範囲でプロットしたものが
図４(b)である。光路差を時間に変換した遅延時間を横軸にとっ
ている。干渉度は遅延時間とともに減衰していくのがわかる。
また 100fs 以降はその減衰が緩やかになっている。
バルク様発光は無視できないため、フーリエ変換しその寄与
を見積もったものが図４(b)の緑線である。また WGM ピークの
形状はローレンツ関数形状かガウス関数形状の二種類であるこ
とを仮定し、それぞれのフーリエ変換の関数を使って干渉度の
遅延時間依存性を再現するようにフィッティングした。ローレ
ンツ関数形状を赤線、ガウス関数形状を青線で示す。それぞれ
の逆フーリエ変換によってスペクトルを再現したものを図４
(a)の赤線と青線で示す。黒線が発光スペクトルであり、ローレ
ンツ関数形状がよく一致していることがわかる。子のローレン
ツピークの幅から求めた共振器 Q 値は 498 となった。今回測定
した WGM 発光は分光器分解能以下ではなかったが、フーリエ
分光法によってスペクトルが再現できることが確認できた。

４．まとめ
分光器分解能以下のスペクトル幅を持つことが期待できる
TPCO 結晶マイクロリング共振器の WGM 発光について、精密

図４
2.49 eVの発光ピーク
の発光ピークの
図４（ａ）TPCO
(a) TPCO マイクロリング結晶の
マイクロリング結晶の 2.49eV
拡大スペクトルとフーリエ分光により再現したスペクト
の拡大スペクトルとフーリエ分光により再現したスペクト
ル．
（ｂ）2.49 eV 付近の発光積分強度の干渉度の光路差（遅
ル。(b) 2.49eV 付近の発光積分強度の干渉度の光路差（遅延
延時間）依存性．
時間）依存性。

な Q 値解析のためにフーリエ分光法を利用することを試みた。今回対象としたリング結晶の WGM 発光は分光器分解能
以下のスペクトル幅ではなかったが、フーリエ分光法を適用することによってスペクトル関数形状を再現し、精密な Q 値
を見積もることに成功した。
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