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トポロジカルフォトニクスと光回路 

雨宮 智宏†a)  各務 響†  岡田 祥†  西山 伸彦†  胡 暁†† 

Topological Photonics and Optical Circuits                        

Tomohiro AMEMIYA†a), Hibiki KAGAMI†, Sho OKADA†, Nobuhiko NISHIYAMA†, and Xiao 

HU†† 

あらまし トポロジカルフォトニクスとは、光工学（フォトニクス）の分野に数学の位相幾何学（トポロ

ジー）の概念を持ち込んだものであり、これにより、円偏光（光のスピン）や光渦（光の軌道角運動量）など

の光のトポロジーに起因した情報を体系的に扱うことができるようになる。本稿では、トポロジカルフォトニ

クスの理論的枠組みに触れつつ、その実証に向けた分析技術・作製技術、および光回路への応用について言及

する。 

キーワード トポロジカルフォトニクス，光集積回路，シリコンフォトニクス

1．まえがき 

ロンドンの大英博物館に所蔵されているロゼッタス

トーンは、言語学上、人類にとっての大きな遺産であ

る。碑文の上段は神聖文字（ヒエログリフ）、中段は

民衆文字（デモティック）、下段は古代ギリシア文字

で記されており、それらが全て同じ内容を示していた

ことから、これをもとに古代文字の解読が大きく前進

した。ロゼッタストーンの解読者として、世界史上で

は、フランス人のジャン・フランソワ・シャンポリオ

ン（1790-1832）の名前が挙がることが多いが、それ

と同時にイギリス人のトマス・ヤング（1773-1829）

の貢献が大きかったことを知る人は多くない。ヤング

は言わずもがな、光の波動性に言及した“ヤングの実

験”で知られる世界的な科学者であり、様々な言葉を

自在に操る生粋の言語学者であるシャンポリオンとは

経歴も考え方も全く異なっていた。しかしながら、未

知の文字を解読するという情熱に突き動かされ、本来

交わるはずのない英仏二人の天才の人生が交錯したの

は紛れもない歴史的な事実である。 

さて、本稿のテーマである「トポロジカル」と呼ば

れる研究分野 [1-16]は、特定の物理現象を、数学 

(Mathematics)、固体物性 (Solid State Physics)、光工学 

(Photonics)のそれぞれの視点から議論したものであり、

前述したロゼッタストーンと多くの共通点を見出すこ

とができる。碑文に記された 3 つの文字をそれぞれど

の分野に割り当てるのかは人によって異なると思うが、

筆者にとっては、数学 (Mathematics)を最も解読が難

しく神秘的なヒエログリフに、専門である光工学 

(Photonics)を明快な古代ギリシア文字に割り当てたい

ところである（図 1）。もちろん、全ての分野に精通

していなくとも、碑文の内容自体を理解することは可

能である。事実、本稿の題目にもなっている“トポロ
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図 1 トポロジカル分野とロゼッタストーンの類似性 
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ジカルフォトニクス”において、単純なデバイス特性

を理解するだけであれば、光工学  (Photonics)の知識

のみで事足りる。しかしそれだけだと、トポロジカル

という碑文の下段を解読したに過ぎず、その根底に流

れる概念を理解したとは言いがたい。そのため、「ト

ポロジカルフォトニクスとは言うけれど、結局、何が

トポロジカルなのか？」という根本的な疑問が生じて

しまうと思われる。 

そこで、本稿では、碑文の上段（数学）に触れつつ

（2 節）、トポロジカルフォトニクスの概念を解説す

る（3 節）。その後、トポロジカルフォトニクスにお

ける分析技術と作製技術（4 節）、デバイスへの応用

を目指した当グループの最近の研究成果を紹介する

（5 節）。なお、読者の中には、単純なデバイス特性

のみに興味がある方々もおられるかも知れない。その

場合は 2 節、3 節を飛ばして、4 節から読み始めて頂

いても差し支えはない。 

 

2．位相幾何学 

トポロジー（topology）とは数学の言葉で位相幾何

学を意味する。位相幾何学では、何らかの形を連続変

形しても保たれる性質を議論する。例えば、位相幾何

学においては、図 2 のようにカップとドーナッツは連

続変形で片方から片方へ移行可能なことから同一と見

なす。ここで、カップとドーナッツの性質を決めてい

るのは穴の数であり、それが異なる図形は違うもので

あると定義される。この概念を高次元まで一般化させ

たものが数学におけるトポロジーとなる。本節ではト

ポロジーの概念を簡単に記載する。 

2.1 多様体 

 多様体、より限定的には微分可能多様体は、滑らか

な図形・空間を一般化した概念である。図形が滑らか

であるとは、図形上の全ての点において接線や接平面

が定まることだと言っても良い。数学では、これを微

分という概念を用いて説明する。多様体はm次元の図

形だが、微分により、多様体の一点の近傍の近似図形

としてm次元の接ベクトル空間を作ることができ、こ

れには通常の線形代数を適用することができる。各点

ごとに定まる接ベクトル空間を全ての点に対して寄せ

集めた集合を接ベクトル束といい、各接ベクトル空間

を集計するツールとして積分がある。 

大雑把な言い方をすれば、微分によって多様体を接

空間という細かいパーツに分解した上で線形代数を用

いて分析するとともに、分解されたパーツを積分に

よって組み立てなおすことで多様体の特徴を表す本質

的なデータを抽出するというのが、幾何学の一連の流

れである。 

m 次元の微分可能多様体 M は以下の A-C で定義さ

れる（図 3 を併せて参照のこと）。 

A) M は位相空間である。 

B) M には対の族 {(𝑈𝑖 , 𝜑𝑖)} が与えられている。ここ

で、{𝑈𝑖} は M を被覆する開集合族（⋃𝑖𝑈𝑖 = 𝑀）、

𝜑𝑖は𝑈𝑖からℝ
𝑚の開部分集合上への同相写像。 

C) 𝑈𝑖⋂𝑈𝑗 ≠ ∅を満たす𝑈𝑖と𝑈𝑗が与えられたとき、

𝜓𝑖𝑗 = 𝜑𝑖 ∘ 𝜑𝑗
−1は𝜑𝑗(𝑈𝑖⋂𝑈𝑗)から𝜑𝑖(𝑈𝑖⋂𝑈𝑗)への

無限階微分可能な写像である。 

𝑈𝑖は M の座標近傍、𝜑𝑖を座標と呼び、対(𝑈𝑖 , 𝜑𝑖)を

チャート、全体の族{(𝑈𝑖 , 𝜑𝑖)}をアトラスという。実際

には多様体全体を一つの図形として描きたいが、それ

は困難であるため、複数のチャートを貼りあわせて多

様体全体を覆う。アトラスは全てのチャートを束ねた

ものである。 

 地球を例にとって考えてみると、上記の概念は地図

帳のようなものであると言える。経緯度を決めた各ポ

イント周辺は 2 次元平面とみなすことができることか

ら、地球は典型的な 2 次元多様体であり、それぞれの

ポイントにおける平面地図がチャートとなる。それら

を束ねたアトラスは地図帳そのものであり、隣接する

平面地図（チャート）間の関係性は写像𝜓𝑖𝑗で表され

る。 

図 2 トポロジーの概念（位相同型） 

図 3 多様体の概要 
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2.2 ホモロジー群とコホモロジー群 

 本節では、空間のトポロジーを調べる上で必要とな

る数学的概念について述べる。まず、単体から話を始

める。単体は多面体を構成するブロックのようなもの

と考えることができ、例えば、0-単体𝑝0は点のことで

あり、1-単体〈𝑝0𝑝1〉は線分、2-単体〈𝑝0𝑝1𝑝2〉は内部を含

む三角形、3-単体〈𝑝0𝑝1𝑝2𝑝3〉は内部を含む四面体であ

る（図 4）。K をℝ𝑚における有限個の単体からなる集

合とし、これらの単体が綺麗に隣接しているときに、

K を単体的複体という。3-単体〈𝑝0𝑝1𝑝2𝑝3〉を例に挙げ

ると、3 次元単体的複体 K は以下のように与えられる。 

𝐾 = 

{𝑝
0
, 𝑝
1
, 𝑝
2
, 𝑝
3
,〈𝑝

0
𝑝
1
〉, 〈𝑝

0
𝑝
2
〉, 〈𝑝

0
𝑝
3
〉, 〈𝑝

1
𝑝
2
〉, 

〈𝑝1𝑝3〉, 〈𝑝2𝑝3〉, 〈𝑝0𝑝1𝑝2〉, 〈𝑝0𝑝1𝑝3〉, 〈𝑝0𝑝2𝑝3〉, 

〈𝑝
1
𝑝
2
𝑝
3
〉, 〈𝑝

0
𝑝
1
𝑝
2
𝑝
3
〉} 

(1) 

単体的複体Kの向き付けられた r-単体によって生成さ

れる自由加群をKの r次元鎖群𝐶𝑟(𝐾)と定義し、𝐶𝑟(𝐾)

の元を r-チェインと呼ぶ。 

 𝜎𝑟 = (𝑝1𝑝2…𝑝𝑟)を向き付けられた r-単体とするとき、

𝜎𝑟の境界𝜕𝑟𝜎𝑟とは、次で定義される(r-1)-チェインの

ことをいう。 

𝜕𝑟𝜎𝑟 =∑(−1)𝑖
𝑟

𝑖=0

(𝑝
1
𝑝
2
…𝑝

�̂�
…𝑝

𝑟
) (2) 

ここで、𝑝îは、点𝑝𝑖を除くことを意味する。鎖体の境

界を作る写像 

𝜕𝑟 ∶  𝐶𝑟(𝐾) → 𝐶𝑟−1(𝐾)  (3) 

は、加群の準同型写像であり、𝜕𝑟°𝜕𝑟+1 = 0を満たす。

これにより、K を n 次元単体的複体とすると、以下の

鎖群の系列が存在する。 

 𝐶𝑖(𝐾)   
→
𝜕𝑖
   𝐶𝑖−1(𝐾)   

→
𝜕𝑖−1

   𝐶𝑖−2(𝐾)   
→
𝜕𝑖−2

… (4) 

 境界のない r-チェイン全体 

𝑍𝑟(𝐾) = Ker𝜕𝑟 ∶= {𝑐 ∈ 𝐶𝑟(𝐾)|𝜕𝑟𝑐 = 0} (5) 

は𝐶𝑟(𝐾)の部分加群になり、元 c を r-輪体、𝑍𝑟(𝐾)を r

次元輪体群という。また、 

𝐵𝑟(𝐾) = Im𝜕𝑟+1 ∶= {𝑐 = 𝜕𝑟+1𝑑|𝑑 ∈ 𝐶𝑟+1(𝐾)} (6) 

も𝐶𝑟(𝐾)の部分加群になり、元 c を r-境界輪体、𝐵𝑟(𝐾)

を r 次元境界輪体群という。このとき、𝜕𝑟°𝜕𝑟+1 = 0と

いう性質により境界は自動的に輪体であり、𝐵𝑟(𝐾)は

𝑍𝑟(𝐾)の部分加群である（𝐵𝑟(𝐾) ⊂ 𝑍𝑟(𝐾)）。これによ

り、以下の商加群が定まり、これを r 次元ホモロジー

群と呼ぶ。 

𝐻𝑟(𝐾) ∶= 𝑍𝑟(𝐾)/𝐵𝑟(𝐾) (7) 

概要を図に示すと図 5 のようになり、ここで青色の

領域は中が充填されていない図形・いる図形の両方を

含み、赤色の領域は中が充填されている図形のみを含

む。これらにより商加群を定めることが可能となる。 

以上により、位相空間のホモロジー群が定義された

が、位相空間 M が多様体であった場合、M 上に定ま

る微分形式からホモロジー群の双対を定義することが

できる。M 上の r-形式全体の集合をΩ𝑟(𝑀)としたとき

に、微分形式の外微分 

𝑑𝑟 ∶  Ω𝑟(𝑀) → Ω𝑟+1(𝑀)  (8) 

は、鎖体の境界とは逆に次数を増やす方向に働き、

𝑑𝑟°𝑑𝑟−1 = 0を満たす。𝑑𝜁 = 0となる微分形式𝜁を閉形

式、𝜂 = 𝑑𝜃となる微分形式𝜂を完全形式と呼び、完全

形式は自動的に閉形式でもあるが、閉形式は完全形式

とは限らない。そのため、そのギャップとして以下の

加群が定まり、これを r 次コホモロジー群と呼ぶ（図

図 4 単体の概要図：左から 0-, 1-, 2-, 3-単体 

p0
p0

p1

p0

p1

p2
p0 p1

p2

p3

図 5 ホモロジー群の概念図 

図 6 鎖群の系列とホモロジー群の双対 
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6 参照）。 

𝐻𝑟(𝐾) ∶= 𝐾𝑒𝑟 𝑑𝑟/𝐼𝑚 𝑑𝑟−1 (9) 

2.3 ファイバー束と特性類 

ある多様体が与えられたとき、そのトポロジー（連

続変形しても保たれる性質、大雑把な言い方をすれば

穴の数）を決定するためには、特性類を考える必要が

ある。 

特性類を考える上で接続という概念が必要になるた

め、まずそれについて言及する。2.1 節で述べたよう

に、多様体は n 次元の図形だが、微分により、多様体

の一点の近傍として n 次元の接ベクトル空間を作るこ

とができ、各点ごとに定まる接ベクトル空間を全ての

点に対して寄せ集めた集合を接ベクトル束という。E

をファイバーが m 次元の M 上のベクトル束としたと

きに、E上の接続𝑑𝐴とは Eの接空間を垂直部分空間と

水平部分空間へ一意的に分解する操作である。{𝑈𝑖}を

M の開被覆とし、𝑈𝑖上の Lie 環に値をもつ 1-形式𝐴𝑖 ∈

𝖌⨂Ω1(𝑈𝑖)を導入したとき、族{𝐴𝑖}が、𝑈𝑖 ∩ 𝑈𝑗において、 

𝐴𝑖 = 𝑔𝑖𝑗𝐴𝑗𝑔𝑖𝑗
−1 + 𝑔𝑖𝑗𝑑𝑔𝑖𝑗

−1 (10) 

を満たすとする（ここで、𝑔𝑖𝑗 ∶  𝑈𝑖 ∩ 𝑈𝑗 → 𝐺𝐿(𝕂
𝑚)）。

この族{𝐴𝑖}をG-接続と呼び、特にベクトル束 Eの変換

群が Lie 群のとき、任意の E 上𝐶∞切断𝜎に対して 

(𝑑𝐴𝜎)𝑖 = 𝑑𝜎𝑖 + 𝐴𝑖𝜎𝑖 (11) 

で接続𝑑𝐴を定義すると、M 全体で矛盾なく定義され

る。 

 M 上の E に値をもつ r-形式全体の集合をΩ𝑟(𝐸)とし

たときに、前述の接続𝑑𝐴を用いて 

𝑑𝐴 ∶  Ω
0(𝐸) → Ω1(𝐸) (12) 

という写像を定義することができる。これを用いて、

以下の写像Ω𝐴を定義することができ、これを曲率 2-

形式と呼ぶ。 

Ω𝐴 = 𝑑𝐴°𝑑𝐴 = 𝑑A + A ∧ A ∶  Ω
0(𝐸) → Ω2(𝐸) (13) 

 これらの多様体上ファイバー束の接続に伴うパラ

メータを用いることで、以下のChern-Weilの定理によ

り特性類を定めることができる[17]。 

P が不変多項式のとき、𝑃(𝐹)は以下を満たす。 

A) 𝑑𝑃(𝐹) = 0 

B) F と F′を E 上の異なる接続 Aと A′の曲率 2-形式

とした場合、𝑃(𝐹) − 𝑃(𝐹′)は完全である。 

上記の A, Bは 2.2節で述べたコホモロジー群が定まる

条件と一致しており、𝑃𝑚(𝐹)と𝑃𝑚(𝐹′)（m は多様体の

次元）は完全形式の分だけ異なるので、境界をもたな

い多様体 M 上での積分は一致する。 

∫ 𝑃𝑚(𝐹)
𝑀

= ∫ 𝑃𝑚(𝐹′)
𝑀

 (14) 

不変多項式は閉形式であり、一般的に自明ではないこ

とから、Mの特定のコホモロジー類を定める。これを

特性類と呼ぶ。特性類はファイバー束における底空間

のコホモロジー類の部分集合であり、これを用いるこ

とでファイバー束の捩れ具合を評価可能となる。 

特に重要な不変多項式として以下の形があり、これ

を Chern 類と呼ぶ。 

𝑃(𝐹) = det(1 + 𝑖𝐹 2𝜋⁄ ) (15) 

例えば、量子ホール効果におけるホール伝導度の表式

などはこの典型であると言える。 

2.4 多様体における状態の割り当てとハミルトニ

アンの分類 

前節で述べた多様体上ファイバー束という概念は純

粋に数学的であり、目に見える図形のようなものであ

る必要はなく、接空間として量子系の固有状態を与え

ても良い。例えば、R = (R1, R2, …, Rk)を多様体の局所

座標として、その各点 R において、ハミルトニアン

𝐻(𝑹)の規格化された特定の固有状態を考える。これ

により束構造(𝑀,𝑈(1))（多様体 M 上の𝑈(1)束）が定

義され、その上に接続を与えることができる。要する

に、対象とする系（System）のハミルトニアンによっ

て張られる多様体上ファイバー束を考え、そのトポロ

ジー（連続変形しても保たれる性質）を議論すること

で、その系の特徴を明らかにすることができる。与え

られた量子系において位相幾何学的に異なる相（トポ

ロジカル相）が存在しうるかどうかは、式(14)で示し

たように、M 上全体で接続に伴う曲率 2-形式をパラ

メータとした不変多項式関数を積分すれば良い。しか

しながら、実際にはそのような大掛かりな計算を行う

必要はなく、系のハミルトニアンを確認するだけでト

ポロジカル相の存在の有無をある程度予測できる「ト

ポロジカル周期表」が既に数学的に導出されている。 

固有状態が観測できる物理量をもつにはハミルトニ

アン𝐻(𝑹)は、以下のようなエルミート演算子になっ

ている必要がある。 

𝐻(𝑹) = (
𝑊 𝑍
𝑍† −𝑊𝑇)  (16) 
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エルミート行列𝐻は、対合的な反ユニタリー変換𝒯, 𝒞

およびユニタリー変換𝒫に対して、以下の 3 式に応じ

て、代数的に 10 通りに細分される[18]（表 1 参照）。 

[𝐻, 𝒯] ≠ 0,  [𝐻,𝒯] = 0 (𝒯2 = ±𝐼)  

[𝐻, 𝒞] ≠ 0,  [𝐻, 𝒯] = 0 (𝒞2 = ±𝐼)  

[𝐻, 𝒫] ≠ 0,  [𝐻, 𝒫] = 0 

(17) 

表 1 において、第 1 列の符号±は、2 乗が±1 となる

𝒯, 𝒞, 𝒫と（反）交換することを表し、空欄はその対称

性を有しないことを意味する。第 2 列はハミルトニア

ン演算子の行列表示（または、そのブロック表示）に

おけるそれぞれの要素の属性を記載している。また、

第 3 列は、そのエルミート行列𝐻の線形空間を接空間

とするリーマン対称空間とカルタン分類記号を表して

いる。例えば、クラス AI の場合、実対称行列𝐻は直

交行列𝑂 ∈ 𝑂(𝑁)に対して、(𝑂𝐻𝑂𝑇)𝑇 = 𝑂𝐻𝑂𝑇である。

これは、直交群による相似変換により再び実対称行列

に移ることを意味しており、これによってN次実対称

行列の集合は 

{𝑁次実対称行列} =
{𝑁次元行列|𝐻 = 𝐻†}

𝑂(𝑁)

= 𝑈(𝑁) 𝑂(𝑁)の接空間⁄  

(18) 

と表される。他のクラスについても同様の手順で対称

空間を確認することができる。 

これらのハミルトニアンによって張られた束構造は、

空間次元 d = 1, 2, 3 に対して表 2 のような幾何学的特

性を示すことが数学的に証明されている（本表の導出

には幾つかの手法があるが、詳細は各論文を参照頂け

ればと思う[19, 20]）。ここで 0, ℤ, 2ℤ, ℤ2  は各々、ト

ポロジカル相をもたない、整数のトポロジカル数で特

徴付けられるトポロジカル相が存在しうる、偶数のト

ポロジカル数で特徴付けられるトポロジカル相が存在

しうる、2 値のトポロジカル数で特徴付けられるトポ

ロジカル相が存在しうる、ことを表している。例えば、

2 次元のクラス A の ℤ は整数量子ホール系に、クラ

ス AII の ℤ2 は 3 次元の ℤ2トポロジカル絶縁体など

に対応する。 

 

3．光学的なトポロジーの発現 

2.4 節で述べたように、トポロジーの発現には、系

（System）のハミルトニアンを所望の形になるように

設計すれば良い（ここで言う所望の形とは、前節の式

(16)および表 1, 2から判断して、ℤ, 2ℤ, ℤ2の値をもつも

のを指す。特に、ℤ2は 2値のトポロジカル数で特徴付

けられる系となるため、扱いが比較的容易である）。

電子系におけるシュレディンガー方程式では電子の波

動関数が＜状態＞にあたるため、特定のハミルトニア

ンを実現するためには、特殊な軌道混成をもつ物質自

体をデザインしなければならない。一方、光系

（Optical system）においては電磁波モードが＜状態＞

であることから、電磁波を閉じ込めている誘電体（ま

たは金属）の構造・配置を変化させるだけで、ある程

度自由にハミルトニアンを作り出すことができる。以

上の点から、光系は電子系に比べて容易にトポロジー

を発現させることができると言える。本節では、光系

表 1 エルミート行列の分類 

T   C   P 行列の属性 対称空間

+ 

−
+ 

−
+ 

+   +   +
− − +
− +   −
+   − −

H: -エルミート

H: -対称

H: -自己双対

Z: -歪対称

Z: -対称

Z: N, W = 0

Z:

Z: 

Z: -歪対称
Z: -対称

U(N)

U(N)/O(N)

U(2N)/Sp(2N)

O(N)

Sp(2N)

U(N’+N)/U(N’)×U(N)

O(N’+N)/O(N’)×O(N)

Sp(2N’+2N)/Sp(2N’)×Sp(2N)

O(2N)/U(N)

Sp(2N)/U(N)

Class

A

AI

AII

BD

C

AIII

BDI

CII

DIII

CI

表 2 三次元までのトポロジカル周期表 

d = 2

0

0

0

0

d = 1 d = 3

0

0

0

0

T   C   P

+ 

−
+ 

−
+ 

+   +   +
− − +
− +   −
+   − −

Class

A

AI

AII

BD

C

AIII

BDI

CII

DIII

CI

図 7 トポロジーを発現するフォトニック構造の一例 
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において特定のハミルトニアンを実現するための構造

例を述べる。  

3.1 フォトニック構造におけるトポロジーの発現 

本節では、誘電体からなる六員環が蜂の巣格子上に

配置された構造（図 7 参照）を例に取り、そのハミル

トニアンを計算することで、光学的なトポロジーの発

現を議論する[8]。図 7において、最近接格子点につい

ての遷移のみを考えた場合の強束縛模型におけるハミ

ルトニアンは以下で与えられる。 

�̂� = −𝑡0∑�̂�𝑖
†�̂�𝑗

〈𝑖,𝑗〉

− 𝑡1∑ �̂�𝑖
†�̂�𝑗

〈𝑖,𝑗〉′

 (19) 

ここで、右辺第一項は単位胞内、第二項は単位胞間に

ついてのホッピングに関するものである。ここで、遷

移エネルギー𝑡0, 𝑡1については、単位胞内の誘電体の配

置（各誘電体間の距離など）を変化させることで、任

意の値をとることができる。Γ点（k = 0）におけるハ

ミルトニアン演算子の固有状態は以下のように与えら

れる（このときの基底は、単位胞内のそれぞれの誘電

体に局在している状態(|1⟩, |2⟩, |3⟩, |4⟩, |5⟩, |6⟩)。 

ここで、|𝑝𝑥⟩, |𝑝𝑦⟩と|𝑑𝑥2−𝑦2⟩, |𝑑2𝑥𝑦⟩はそれぞれ二重縮

退しており、他の二つの状態𝑠⟩, |𝑓𝑦(3𝑥2−𝑦2)⟩に比べて

近いエネルギーをとる。そのため、これら 4 つの状態

に対して k・p 摂動論をベースとしたバンド計算を行

うことにする。k・p ハミルトニアンは以下の式で与

えられる。 

ここで、𝐻0は Γ 点（k = 0）におけるハミルトニアン

であり、(|𝑝𝑥⟩, |𝑝𝑦⟩, |𝑑𝑥2−𝑦2⟩, |𝑑2𝑥𝑦⟩)を基底として、 

𝐻0 =

(

 
 

𝜀𝑝
0 0

0 𝜀𝑝
0 0

0
𝜀𝑑
0 0

0 𝜀𝑑
0
)

 
 

  (22) 

となる。また、𝐻′は摂動項であり、 

𝐻′ = (
𝐻𝑝𝑝 𝐻𝑝𝑑

𝐻𝑝𝑑
† 𝐻𝑑𝑑

) = (
𝐻𝑝𝑝 𝐻𝑝𝑑

𝐻𝑝𝑑
† 𝐻𝑑𝑑

)  (23) 

の形をとる（𝐻𝑝𝑝, 𝐻𝑝𝑑 , 𝐻𝑑𝑑は各々2×2行列）。|𝑝𝑥⟩, |𝑝𝑦⟩

および|𝑑𝑥2−𝑦2⟩, |𝑑2𝑥𝑦⟩がそれぞれ二重縮退しているこ

とを鑑みると、式(23)の要素は以下の式で与えられる。 

𝐻𝑝𝑝
𝑖𝑗
= ⟨Γ𝑖|𝐤 ∙ 𝐩|Γ𝑗⟩ + ∑

⟨Γ𝑖|𝐤 ∙ 𝐩|Γ𝛼⟩⟨Γ𝛼|𝐤 ∙ 𝐩|Γ𝑗⟩

𝐸𝑖 − 𝐸𝛼
𝛼=3,4

 

𝐻𝑑𝑑
𝑖𝑗
= ⟨Γ𝑖|𝐤 ∙ 𝐩|Γ𝑗⟩ + ∑

⟨Γ𝑖|𝐤 ∙ 𝐩|Γ𝛼⟩⟨Γ𝛼|𝐤 ∙ 𝐩|Γ𝑗⟩

𝐸𝑖 − 𝐸𝛼
𝛼=1,2

 

𝐻𝑝𝑑
𝑖𝑗
= ⟨Γ𝑖|𝐤 ∙ 𝐩|Γ𝑗⟩ 

(24) 

このとき、Γ1,Γ2,Γ3,Γ4 = |𝑝𝑥⟩, |𝑝𝑦⟩ , |𝑑𝑥2−𝑦2⟩ , |𝑑2𝑥𝑦⟩とし

た。それぞれの要素を具体的に計算すると、以下のよ

うになる。 

𝐻𝑝𝑝 = (
𝐺𝑘𝑥

2 + 𝐹𝑘𝑦
2 (𝐺 + 𝐹)𝑘𝑥𝑘𝑦

(𝐹 + 𝐺)𝑘𝑥𝑘𝑦 𝐹𝑘𝑥
2 + 𝐺𝑘𝑦

2)  

𝐻𝑑𝑑 = −𝐻𝑝𝑝 

𝐻𝑝𝑑 = (
𝐴𝑘𝑥 𝐴𝑘𝑦
−𝐴𝑘𝑦 𝐴𝑘𝑥

) 

(25) 

ここで、 

𝐹 = |⟨𝑝𝑥| 𝜕 𝜕𝑦⁄ |𝑑2𝑥𝑦⟩|
2
(𝐸1 − 𝐸4)⁄   

𝐺 = |⟨𝑝𝑥| 𝜕 𝜕𝑥⁄ |𝑑𝑥2−𝑦2⟩|
2
(𝐸1 − 𝐸3)⁄  

𝐴 = ⟨𝑝𝑥| 𝜕 𝜕𝑥⁄ |𝑑𝑥2−𝑦2⟩ 

(26) 

式 (22)(23)(25) を 式 (21) に 代 入 し 、 基 底 を

(|𝑝+⟩, |𝑑+⟩, |𝑝−⟩, |𝑑−⟩) に 取 り 直 す と （ |𝑝±⟩ =

|𝑝𝑥⟩ ± 𝑖|𝑝𝑦⟩ √2⁄ , |𝑑±⟩ = |𝑑𝑥2−𝑦2⟩ ± 𝑖|𝑑2𝑥𝑦⟩ √2⁄ ）、最終

的に以下の形のハミルトニアンを得ることができる。 

このとき、𝐴はバンド間の相互作用の強さ、𝐵はバン

ドの分散、𝑀は Γ点における𝑝波と𝑑波の周波数の差を

意味している。得られたハミルトニアンは、2.4 節の

議論により、2 値のトポロジカル数で特徴付けられる

トポロジカル相が存在する（これは、電子系の量子ス

ピンホール効果に関する BHZ (Bernevig-Hughes-Zhang)

模型と類似をみる）。具体的には、𝑀 < 0 (𝑡0 > 𝑡1) 

では、系の特性は孤立した六員環の集まりと同じで、

トポロジカル的に自明（Trivial）なフォトニック構造

となる。その一方で、𝑀 > 0 (𝑡0 < 𝑡1) では、𝑝波と𝑑

波のエネルギーが反転し、トポロジカル的に非自明

（Topological）なフォトニック構造となる。なお、上

 |𝑠⟩ = (1 1 1 1 1 1)𝑇 √6⁄  

|𝑝𝑥⟩ = (0 1 1 0 − 1 − 1)
𝑇 2⁄  

|𝑝𝑦⟩ = (2 1 − 1 − 2 − 1 1)
𝑇 (2√3)⁄  

|𝑑𝑥2−𝑦2⟩ = (−2 1 1 − 2 1 1)
𝑇 (2√3)⁄  

|𝑑2𝑥𝑦⟩ = (0 1 − 1 0 1 − 1)
𝑇 2⁄  

|𝑓𝑦(3𝑥2−𝑦2)⟩ = (−1 1 − 1 1 − 1 1)
𝑇 √6⁄  

(20) 

𝐻(𝒌) = 𝐻0 +𝐻
′ (21) 

𝐻(𝒌)′ = (
𝐻+ 0
0 𝐻−

) 

𝐻± = (
𝑀 + 𝐵𝑘2 𝐴(𝑘𝑥 ± 𝑖𝑘𝑦)

𝐴∗(𝑘𝑥 ± 𝑖𝑘𝑦) −𝑀 − 𝐵𝑘2
) 

(27) 



論文／トポロジカルフォトニクスと光回路 

7 

記の「自明（Trivial）」「非自明（Topological）」の

記述については、位相幾何学的に異なる相をもつ二つ

の系を、そのように呼称したと考えて頂いて差し支え

ない。 

3.2 光におけるトポロジカルエッジ状態 

前節で述べたトポロジーの異なる 2 つのフォトニッ

ク構造同士を隣接させることを考える。ここで、2 つ

のフォトニック構造は、ともに同じ波長帯（エネル

ギー帯）にバンドギャップを有していると仮定する。

このとき、隣接界面にもバンドギャップに対応した波

長の光は存在できないように思えるが、2 つのフォト

ニック構造のトポロジーが異なる場合は、その限りで

はない。2 節で述べたように、位相幾何学的に“球”

から“ドーナッツ”には連続変形で移ることができな

いのと同様に、トポロジーが異なるフォトニック構造

同士も、何らかの特殊な物理状態を介さなければ、互

いに連続的に結合できない（物理的に多少不正確であ

るが、界面で一度バンドギャップを閉じてトポロジー

の異なる系同士を無理やり結合したと考えてもよい）。 

さて、そのようにして出来上がった界面には「トポ

ロジカルエッジ状態」と呼ばれる特殊な状態が生じ、

これは特定の内部自由度をもった光の伝搬を許容する

[21-24]。トポロジカルエッジ状態は、光の内部自由度

に対して以下 2 つの特性をもち、これらはトポロジカ

ルフォトニクスの最大の特徴といえる。 

A) 光渦伝搬性 

 トポロジカルエッジ状態によって作られる伝送路で

は、光のモードは光渦性を帯びる。図 8(a)は、典型的

なトポロジカルエッジ伝送路を真上から見た際の伝搬

光の Hy 成分であるが、特定の箇所を拡大すると、こ

れらは時間的に回転しており、1周して 2πの位相変化

をもつ光（チャージ数 l = ±1の光渦）と 1周して 4πの

位相変化をもつ光（チャージ数 l = ±2 の光渦）が線形

結合したものになっている。ここで重要なのは、光渦

のように振舞うのは Hy 成分であるということである。

伝搬方向に対する断面モードはあくまでも TE-like

モードであり、それらの伝搬方向が各箇所で複雑に変

化しながら、全体としてエネルギー流が伝送路の方向

に進んでいる。図 8(b)は、図 8(a)の x-x’における断面

モード分布（この箇所での伝搬方向は z に平行）であ

るが、TE-like モードを維持しつつ、モード内におい

て伝搬方向が逆方向の箇所をもつことが分かると思う。

トポロジカルエッジ伝送路は、急峻な曲げに対して耐

性があるとされているが、これは上記の特性ゆえに、

コーナーにおいても光が回り込みやすいからである。 

以上により、トポロジカルエッジ状態によって作ら

れる伝送路では、真上から見た際に、光渦が横方向に

滑って伝搬しているという表現がより正確である。 

B) 円偏光一方向性 

トポロジカルエッジ状態によって作られる伝送路の

もう一つの特徴として、左右円偏光に対して伝搬方向

が一意に確定するという現象がある。図 8(c)は、伝送

路の中央に上部から右円偏光をもつ平面波を入れた際

の伝搬光の Hy 成分を示したものであり、このとき、

光は伝送路内を特定の方向に伝搬していることが見て

取れる（上部から入力する光を左円偏光にした場合は、

逆の方向に伝搬する）。左右円偏光を光子のアップス

ピン・ダウンスピンとみなすと、この現象は、電子系

図 8 トポロジカルフォトニクス特有の現象 (a) 光渦伝搬性 (b) 断面モード分布(x-x’) (c) 円偏光一方向性 
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のトポロジカル絶縁体における「スピン運動量ロッキ

ング」（電子の進行方向に依存してスピンの方向が決

まる現象）そのものであると考えることができる。 

3.3 フォトニックバンドとトポロジー 

光系（Optical system）においては、波長以下の微細

構造を一定の周期性をもって並べることで、構造内の

光と物質の相互作用により、様々な光の操作が可能と

なる。このような環境下において、光学特性を決定す

る重要な指標のひとつがフォトニックバンドである。

これは対象とする構造内における電磁波モードの分散

関係をまとめたものであり、トポロジカル相の有無を

議論する上でも大変重要な役割を担う。 

図 9 にフォトニックバンドの概要を示す。ここで、

y 軸は光の周波数を表しており、任意の周波数を決め

て x 軸と平行に線を引いたとき、フォトニックバンド

と交差する箇所が、その周波数において構造内で許容

される電磁波モードである。ここで、交点の x 軸を見

ることにより、許容される電磁波モードの伝搬方向お

よびそのモードが感じる有効屈折率を知ることができ、

交点における接線の傾きは群屈折率に関係する。フォ

トニックバンドとの交点が存在しない周波数帯では、

構造内において電磁波モードが一切励振しないことを

意味しており、この領域をフォトニックバンドギャッ

プと呼ぶ。 

トポロジー的に異なる相を有するフォトニック構造

の中でも、3.1 節で述べたような電子系における BHZ

模型と類似性のあるものについては、フォトニックバ

ンドギャップエッジ近傍（特に Γ点近傍）における電

磁モードの挙動を見ることで、その性質を予想するこ

とができる。これは、電子系におけるトポロジカル絶

縁においてバンド反転をみていることに等しい。 

一例を示すために、3.1 節で言及したモデルに近い

形で、SOI（Silicon-On-Insulator）基板上に、C6v 対称

性を有する三角ナノホールを蜂の巣格子状に配置した

構造を考える（図 10(a)参照）。層構造は、シリコン

（Si）フォトニクスで標準的に用いられている膜厚

220 nmの Siコア層を、膜厚 1.5 μmの SiO2クラッドと

空気クラッドで挟んだ構造を仮定している。また、蜂

の巣格子の周期 a0 は 800 nmに固定し、蜂の巣格子の

中心からナノホールの中心までの距離 R およびナノ

ホール一辺の長さ L をパラメータとした。図 10(b)に、

PWE (Plane Wave Expansion) 法を用いて計算した 2つ

の構造（(R, L) = (231 nm, 250 nm), (310 nm, 274 nm)）に

おけるフォトニックバンドを示す。ここで、両構造は

1.55 μm 付近にフォトニックバンドギャップを有する

という点においては同じ特徴をもつが、片方は Γ点付

近において p 波と d 波の電磁モードのエネルギーが反

転しており、位相幾何学的には異なる相を有している

ことが予測される。 

図 10 (a) トポロジカルフォトニック構造 (b) PWE法を用いて計算した各構造におけるバンド図とモード分布 

図 9 フォトニックバンドの概要 
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4．トポロジカルフォトニクスにおける分

析技術と作製技術 

トポロジカルフォトニック系においては、単位胞内

の誘電体（または金属）配置を精密に変化させること

から、極めて正確な分析・作製技術が必須となる（動

作周波数が上がるほど構造が微細になるので、それが

顕著になる）。本節では、トポロジカルフォトニクス

系を実現するにあたって必要となる分析技術・作製技

術に焦点をあて、当グループで行っている手法に触れ

つつ、その詳細を述べる。 

4.1 分析技術 － フォトニックバンド顕微鏡 

前節で述べたように、バンド情報はトポロジカル

フォトニック構造の光学特性を決定する重要な指標の

ひとつである。従来、フォトニックバンドを測定する

ためには、入射角度や偏光状態を変えながら、対象構

造の透過／反射特性を評価する手法が一般的であった

が[25]、この場合、それぞれのサンプル状態に適した

形で光学系を組む必要があるとともに、光学系の調整

を含めた測定・評価に多大な時間を要することが、関

連分野の研究上の課題となっていた。 

これらの問題を解決するために、広角域のエネル

ギー運動量分光法であるフーリエ画像分光をベースと

した手法が提案されているが、感度および解像度の問

題から、現在までに可視域をメインに研究が進められ

てきた[26, 27]。しかしながら、トポロジカルフォト

ニック構造は、主に近赤外帯域（800-1700 nm）にお

けるデバイス応用が盛んであることから、その帯域に

おけるバンド情報が強く望まれる。そのような中、

2017 年にブリストル大学の研究グループにより、

フーリエ画像分光を用いることで近赤外帯域において

3 次元方向を含む広帯域バンド情報の観測に成功した

との報告がなされた[28]。彼らの研究では、デバイス

からのフーリエ画像を取得する際に可変ステージ上に

光ファイバベースの分光系を構築することで感度の向

上を実現しているが、解像度および測定時間の観点か

ら、実用に足る性能には至っていない。 

上記の問題を解決するために、当グループはハイ

パースペクトルフーリエ画像分光をベースとした「赤

外フォトニックバンド顕微鏡」を開発し[29]、株式会

社東京インスツルメンツとともに実用化した[30]。装

置の構成を図 11 に示す。まず、ファイバ出力の広帯

域白色光源（Bentham Ltd. WLS100, wavelength range: 

300-2500 nm）からレンズ（4 × Olympus Plan Achromat 

Objective, 0.10 NA）を介してコリメート光を得た後、

可変リターダー/波長板を介して、対物レンズ(60 × 

Olympus Plan Fluorite Objective, 0.9 NA)によりサンプル

に光を入射した。その後、サンプルからの散乱光を、

2 つのアクロマティックレンズ（f = 300 mm）からな

る 4f 光学系を介して撮像素子で観測した。4f 光学系

の経路の途中にはダイクロイックミラーが挿入されて

おり、広帯域白色光源の可視波長成分はサンプルの実

像を観測するために用いた。これにより、測定したい

フォトニック構造の局所領域を確認しながらバンド計

測ができる構成となっている。また、赤外カメラ

（ARTCAM-008TNIR, pixel size: 30x30 μm）の前には波

長可変フィルタ（VariSpec LNIR, bandwidth : 6 nm）が

配置されており、波長 850 nm-1800 nm の範囲におけ

る任意波長の回折パターンを得られるようにした。な

お、装置全体としては 320(W) × 520(H) × 700(D) [mm]

の実用的なサイズに収まっていることを付記しておく。 

図 11 フォトニックバンド顕微鏡[29, 30] 
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本構成を用いて、フォトニックバンドを得るアルゴリズ

ムを図12に示す。本装置では、高速性・汎用性を鑑みて、

以下一連の動作をソフトウェア上で全自動に行えるように

した。まず、対象サンプル内の任意のポイント（スポット

サイズ : 50 μm × 50 μm）までステージを移動させた後、散

乱光のフーリエ画像を赤外カメラで観測する。得られた画

像に対して、指定したパスに沿った強度情報を測定し、そ

の情報をフォトニックバンドにおける特定エネルギーの強

度分布としてプロットする。以上の操作を、波長可変フィ

ルタの中心波長を変化させながら、全ての波長（＝エネル

ギー）に対して行うことで、フォトニックバンドを再構成

することができる。なお、本構成において、2次元方向の分

解能は赤外カメラの解像度で律速される。また、各方向に

おけるブリルアンゾーンの範囲については、対物レンズの

有効角度（本装置では、NA = 0.9, θ = 64.1°）によって決ま

る。 

本装置では、赤外ハイパースペクトルイメージングを用

いて波長ごとの赤外フーリエ画像を取得することで、それ

らから直接フォトニックバンドを再構成しているため、非

常に高速かつ汎用的な測定が可能である。波長850 nm-1800 

nmの赤外帯域に対して、2次元方向（Γ-K-Mなど）のバン

ド情報を得るのに4-5 min程度と非常に短時間での計測が可

能となっている。 

4.2 作製技術 － 電子線描画におけるパターン補

正 

近赤外帯域におけるトポロジカルフォトニック構造の作

製にあたっては、10 nmオーダーの精度が要求されることか

ら電子線描画を用いるのが一般的である。このときレジス

ト内で電子ビームが広がること、およびエッチング時に表

面形状由来のガス分布の不均一性から、CADで設計したパ

ターンと実際のパターンに差異が生じることが知られてい

る。特に鋭角構造においては、その影響が強く現れ、作製

した実際の構造において角の丸まりを完全に取り除くこと

はほぼ不可能である。 

図 12 フォトニックバンド構造（kx, ky, hν）を得るアルゴリズム[29] 

図 13 バンドギャップエッジの構造依存性[31] 
図 14 近接効果補正の導入有無の SEM画像[31] 
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まず、図10(a)の構造について、C6v対称性を有する三角ナノ

ホールの形状が、角の丸まりに伴って理想的な正三角形か

ら変化していく際にバンドギャップエッジに与える影響を

解析した。図13は、PWE法により計算された各構造のフォ

トニックバンドにおいて、バンドギャップエッジ上下のエ

ネルギー（＝波長）をプロットした結果である。このとき、

R = 260 nm から R = 270 nm の範囲において、バンドのΓ点

付近においてp波モードとd波モードの反転がみとめられ、

フォトニック構造のトポロジーが変化していることが確認

された。ここで、三角ナノホールの曲率半径rが増加するに

従って、バンド全体が長波長側にシフトおよび、バンド

ギャップ幅が狭まるとともに、自明なフォトニック構造側

のΓ点において二重縮退が解けていく。バンドの狭まりは

トポロジカルエッジ伝送させた際の光の漏れに繋がるため、

適切なトポロジカルエッジ状態を得るためには曲率半径と

して30 nm程度以下が望まれる。これは、電子線描画におい

て、近接効果補正 (OPC: Optical proximity correction) を導入

する必要があるレベルである。 

作製においては、Siコア厚220 nmのSOI基板上に、

ZEP520A（膜厚: 500 nm）を塗布した後、電子線描画により

パターンを形成した（ JEOL JBX-6300UA, acceleration 

voltage: 50 kV, beam current: 100 pA, dose: 170 μC/cm2）。その

後、SF6 混合ガスを使用した誘導結合型反応性イオンエッ

チングにより、Si層をエッチングすることで構造を形成し

た。なお、マスクとして利用したZEP520AはO2アッシング、

ピラニア溶液処理、高機能性液体処理（Novec™ 7200）の

一連のプロセスにより除去した。当グループでは、前述し

た曲率半径以下の三角ナノホールを実現するために、計算

処理に基づいた描画パターン補正を導入しており、これに

より比較的鋭い角をもった三角ナノホールを得ることがで

きている（図14参照）。 

図 15 にトポロジーの異なる典型的な 2 種類の構造

（設計値 (R, L) = (230 nm, 260 nm), (300 nm, 270 nm)）

に対して、4.1 節で述べた装置でフォトニックバンド

を測定した結果を示す。各バンドともに 1550 nm近傍

にバンドギャップをもつ一方、Γ 点付近における上下

のバンドの強度が反転していることが見て取れた。

3.2 節で言及したように、図 10(a)のようなトポロジカ

ルフォトニック構造においては、Γ 点付近において p

波と d 波の電磁モードがエネルギー反転を起こすが、

実験においては p 波に比べて d波の電磁モードの反射

強度が弱くなるという傾向をとおして、この特徴が現

れてくる。 

図16は、測定された各トポロジカルフォトニック構造の

バンド情報から、バンドギャップエッジ上下の波長（＝エ

ネルギー）をプロットした結果である。本結果は、図13に

おいて三角ナノホールの曲率半径が30 nmの場合とほぼ一致

しており、図14の走査電子顕微鏡画像で確認できる構造値

とも一致をみる。 

 

5．トポロジカル光回路 

3.2 節で述べたように、トポロジーの異なる二つの

フォトニック構造の界面で構成されるトポロジカル

エッジ伝送路は、光渦（＝光の軌道角運動量）や円偏

光（＝光のスピン）などのトポロジーに起因した情報

を保持したまま、光回路内において光信号の伝搬を可

能とする。これは、トポロジカルフォトニクスに特有

の現象であり、従来の導波路型光機能素子では実現で

きない特徴の一つといえる。我々は、通常の Si 光回

路の一部をトポロジカルフォトニクス系に置き換える

（トポロジカル光回路）[32] ことを提案しており、

光回路内において光渦の伝搬をはじめとした様々な機

能を実現することを目指している（図 17 参照）。 

図15 トポロジーの異なる2種類の構造のフォトニッ

クバンドの測定結果[31] 

図 16 バンドギャップエッジの測定結果[31] 
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トポロジカル光回路実現のためには、少なくとも以

下 4 つの基本パッシブ素子を含むことが必須となる。 

I． 特定のトポロジカル情報をもった信号を一意に

伝送させるトポロジカルエッジ伝送路 

II． 通常の光導波路からトポロジカル系への高効率

な結合を可能とするトポロジカルコンバータ 

III． 自由空間からトポロジカル系への高効率な結合

を可能とするトポロジカル垂直結合器 

IV． トポロジカル情報を持った信号を任意の強度に

合分波させるトポロジカルスプリッタ/コンバイ

ナ 

上記のような、伝送、入出力、分岐を担う一連のパッ

シブ素子は、通常の光回路においても不可欠であり、

これはトポロジカルフォトニクス系であっても同様で

ある。以下、それぞれの素子について概要を述べる。 

5.1 トポロジカルエッジ伝送路 

光回路内において、光渦の伝搬をはじめとした様々な機能

を実現するためには、互いに直交したチャージ数 l の異なる

光渦モードを伝搬可能なトポロジカルエッジ伝送路を実現

することが望まれる。本節では、トポロジカルフォトニッ

ク構造に適当なバンドチューニングを行うことで、チャー

ジ数 l の異なる光渦モードを選択的に励振・伝搬できるこ

とを示す[33]。  

まず、典型的なトポロジカルエッジ伝送路で用いられる

二つのフォトニック構造のバンドの概要図を図18(a)に示す。

このとき、各フォトニック構造のバンドギャップ中心が、

トポロジカルエッジ伝送路を伝搬する光の波長（周波数）

と一致していることから、両フォトニック構造間において、

p波からp波、d波からd波へのエネルギーギャップの大きさ

は同一となる。このため、トポロジカルエッジ伝送路を伝

搬する光渦モードもl = ±1の光渦とl = ±2の光渦が1:1で混ざ

ることになる。 

特定のチャージ数 l をもった光渦モードのみを選択的に

伝搬させるために、図18(b)(c)に示すように、トポロジカル

エッジ伝送路を構成する二つのフォトニック構造のバンド

をそれぞれ逆方向にシフトさせた状況を考える。ここで、

自明なフォトニック構造の下側のバンド端と非自明なフォ

トニック構造の上側のバンド端を、対象波長に近づけた場

合、d波のエネルギーギャップに比べて、p波のエネルギー

ギャップは遥かに小さくなり、その分、p波の遷移が支配的

になる（図18(b)）。そのため、この二つのフォトニック構

造で構成されるトポロジカルエッジ伝送路を伝搬する光渦

モードは l = ±1に限定される。同様にして、自明なフォト

ニック構造の上側のバンド端と非自明なフォトニック構造

の下側のバンド端を対象とする光の波長に近づけたときは、

図 17 トポロジカル光回路：通常の Si光回路の一部

をトポロジカルフォトニクス系に置き換える[32] 

図 18 トポロジカルフォトニック構造におけるバンドチューニング[33] 
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d波の電磁モードの遷移が支配的となり（図18(c)）、この

ときのトポロジカルエッジ伝送路は l = ±2 の光渦モードの

みを許容する。なお、これらの現象は、使用するフォト

ニック構造がℤ2トポロジーを有する場合に限ることを付記

しておく。 

上記コンセプトを実現するための4つの構造を選択し、バ

ンド解析を行った。図19(a)は、(R, L) = (229 nm, 305 nm), (256 

nm, 282 nm)のフォトニック構造のバンドを組み合わせた結

果であり、対象とする光の波長（= 1550 nm）との位置関係

は図18(b)と一致する。また、図19(b)は、(R, L) = (216 nm, 

275 nm), (253 nm, 307 nm)のフォトニック構造のバンドを組

み合わせた結果であり、対象とする光の波長（= 1550 nm）

との位置関係は図18(c)と一致する。トポロジカルエッジ状

態を実現する上ではΓ点同士のバンドギャップが要求され

るため、図19(a)(b)における各動作波長帯域は各 1々526-1549 

nm, 1524-1548 nmとなり、Cバンドの広範囲をカバーするこ

とが可能である。 

これらのフォトニック構造を用いて、界面で作られるト

ポロジカルエッジ伝送路における伝搬光のモード分布（Hy）

を図20に示す。これにより、各々の構造について、トポロ

ジカルエッジ伝送路を伝搬する光渦としてl = 1, l = 2が選択

されていることが見て取れた。以上により、バンドチュー

ニングを行うことで、各光渦に対応した光信号を各トポロ

ジカルエッジ伝送路に伝搬可能となることが示された。 

5.2 トポロジカルコンバータ 

トポロジカル光回路において、通常の導波路からト

ポロジカルエッジ伝送路への高効率な結合は、重要な

要素の一つである。屈折率の高いコア層へ光を閉じ込

める一般的な導波路と比べて、トポロジカルフォト

ニック構造で作られる伝送路は、そのモード形状が大

きく異なることから、直接繋いだだけでは高効率な結

合を実現することは難しい。 

本節では、通常の導波路からトポロジカルエッジ伝

図 19 特定のチャージ数をもった光渦を伝送させる

ために必要なフォトニックバンド[33] 

図 20 バンドチューニングしたトポロジカルエッジ

伝送路周辺のモード分布 (a) p 波が支配的な伝送路 

(b) d 波が支配的な伝送路[33] 

 

(a) (b)

図 21 (a) トポロジカルコンバータの概要 (b) 素子内の典型的な伝搬モード分布[34] 
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送路への高効率な結合を可能とするトポロジカルコン

バータについて述べる[34]。素子の概要を図 21(a)に示

す。まず Si 細線導波路から、単一モード伝送を維持

したまま、導波路幅を徐々に広げる。その後、導波路

の両側から、C6v 対称性を有する三角ナノホールを蜂

の巣格子状に配置した構造を徐々に挟み込んでいくこ

とで、トポロジカルエッジ伝送路への高効率な結合を

実現する 

図21(b)に、FDTD法によって計算されたトポロジカルコ

ンバータ近傍の典型的な伝搬モード分布(Hy)を示す。比較

のために、本解析ではトポロジカルコンバータなしでSi細

線導波路からトポロジカルエッジ伝送路に直接接続した場

合の結果も併せて記載する。これにより、Si細線導波路を

伝搬するTEモード光は、トポロジカルコンバータを介して、

反射および上下方向への散乱を抑制しつつ、トポロジカル

エッジ伝送路を伝搬する光渦モードへ高効率に結合されて

いることが見て取れる。一方、トポロジカルコンバータを

介さない場合は、Si細線導波路とトポロジカルエッジ伝送

路のモードミスマッチが大きいために、界面で大きな反

射・散乱が生じることが分かる。 

トポロジカルコンバータを介してSi細線導波路とトポロ

ジカルエッジ伝送路を接続した素子を実際に作製し、その

特性を評価した。図22に作製したトポロジカルコンバータ

近傍の走査電子顕微鏡画像、図23に素子の伝搬特性を示す。

このとき、トポロジーの異なる二つのフォトニック構造の

パラメータは、(R, L) = (243 nm, 245 nm), (291 nm, 250 nm)と

し、Si細線導波路からトポロジカルエッジ伝送路の入力端

までの距離およびトポロジカルエッジ伝送路の挟み込み角

度が異なる2種類のサンプルを用意した。本実験では、トポ

ロジカルエッジ伝送路の長さを8 μm (10 cell)から28 μm (35 

cell)まで変化させており、それらの透過強度を比較するこ

とで、トポロジカルコンバータの結合効率とトポロジカル

エッジ伝送路の伝搬損失を見積もった。図23の近似直線の

切片および傾きから、トポロジカルコンバータを介した場

合のSi細線導波路とトポロジカルエッジ伝送路の結合損失

は-4.5dB/taper、トポロジカルコンバータを介さない場合の

Si細線導波路とトポロジカルエッジ伝送路の結合損失は-

9.6dB/taperとなり、結合効率に向上が見られた。また、ト

ポロジカルエッジ伝送路の伝搬損失は-0.4dB/cellと見積もら

れた。 

5.3 トポロジカル垂直結合器 

光回路内におけるトポロジカル系への水平結合について

は、前述のトポロジカルコンバータやパリティマッチング

構造[35]を採用することで、通常の光導波路からトポロジ

カル光伝送路への効率的な結合が実現される。それに対し

て、自由空間からトポロジカルフォトニクス領域への垂直

方向の結合については、これまでのところ高効率な結合が

得られる画一的な構造提案はなされていなかった。 

そのような中、当グループでは、トポロジカルエッ

ジ伝送路周辺に特定の構造を導入することで高い垂直

結合率が実現できることを報告してきた[36]。提案す

る素子構造を図 24 に示す。ここでは、簡単のために、

膜厚 220 nm の Si 層を空気クラッドで挟んだエアブ

リッジ構造を仮定し、今までと同様に C6v 対称性を有

する三角ナノホールを蜂の巣格子状（a0 = 825 nm）に

配置することでトポロジカルエッジ伝送路を構成した。

図 22 トポロジカルコンバータの SEM画像[34] 

図 23 トポロジカルコンバータの特性評価[34] 

図 24 トポロジカル垂直結合器の概要[36] 

Port 1

y

x

z

L

R

Defect cavity

Si

Port 2
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ここで、トポロジカルエッジ伝送路周辺のいずれかの

蜂の巣格子から三角ナノホールを取り除くことで、垂

直結合率を向上させることを考える（以降、これを欠

陥構造と呼ぶ）。本構造においては、蜂の巣格子が屈

折率の高い誘電体で埋められることによって、その部

分がキャビティとなり垂直入射光が強く閉じ込められ

ると同時に、欠陥周囲のトポロジカルエッジ状態が崩

れることによって閉じ込められた光が高効率にトポロ

ジカルエッジ伝送路に結合される。 

右円偏光入射時におけるport 1の出力強度の解析結果を図

25に示す。これにより、欠陥構造の有無に伴って、トポロ

ジカルエッジ状態が生じるバンド全域（1500 nm - 1600 nm）

において垂直結合効率に大幅な改善が見られ、最大で

4460%（波長1530 nm）の出力強度の向上が確認された。併

せて、欠陥構造周辺におけるトポロジカルエッジ伝送路の

電磁場モード分布（Hz）を図26に示す。このとき、欠陥構

造内部におけるモード分布は、理想的な右円偏光の平面波

をレンズで絞った際の焦点付近におけるHzの分布とほぼ一

致しており、これにより平面波からトポロジカルエッジ状

態への効率的な変換が可能となる。 

トポロジカルエッジ伝送路においては、3.2節で言及した

ように、局所的にはエネルギーベクトルは渦を巻いており、

この渦を巻いているモードの各成分が垂直入射光の面内方

向成分と一致したときに結合効率が高くなる。そのため、

欠陥構造を配置する箇所によって結合効率は大きく変化す

る。図27(a)に素子内における欠陥導入箇所を示す（ここで

は、トポロジーの異なる二つのフォトニック構造の界面か

ら2格子以内の領域で単位胞に欠陥を導入することを考え

る）。図27(b)に、それぞれの箇所に欠陥構造を導入した際

の解析結果を示す。入射光は右円偏光の平面波と仮定して

おり、波長を1500 nmから1600 nmの範囲で変化させた際の

port 1からの出力強度値を記載している（箇所Aに欠陥構造

を導入した際の結果は図23と同一）。箇所AからCに欠陥を

導入したときに、波長 1500 nmから1550 nmの範囲において、

欠陥を導入しない場合に比べて大幅な結合効率の向上が見

られた。 

5.4 トポロジカルスプリッタ/コンバイナ 

本節では、トポロジカル光回路内においてトポロジーに

起因した情報を保持したまま分岐・結合を行う素子（これ

図 25 円偏光入射時における Port 1の出力強度[36] 

図 27 (a) 欠陥挿入箇所 (b) 欠陥構造を導入した際の結合効率所率[36] 

図 26 欠陥構造周辺におけるトポロジカルエッジ伝

送路のモード分布[36] 
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は、従来の光回路でいうところのYスプリッタや方向性結

合器にあたる）について述べる[37, 38]。 

トポロジカルエッジ状態を利用したスプリッタ/コンバイ

ナの概要図を図28に示す。本素子は、トポロジーの異なる

二種類の典型的なフォトニック構造（自明、非自明）およ

び、中央の24個のユニットセルで構成されたフォトニック

構造（領域X）で構成されている。ここで、領域Xに適当な

フォトニック構造を配置することで、Port 1およびPort 2か

ら出射される光渦の出力比を変化させることを考える。例

えば、領域Xに非自明なフォトニック構造を配置した場合、

トポロジカルエッジ伝送路によりInputとPort 1側が直接結ば

れるため、Port 1への出力が支配的となる（このとき、Port 

2側はトンネル効果で結ばれる）。逆に、領域Xに自明な

フォトニック構造を配置した場合、トポロジカルエッジ伝

送路によりInputとPort 2側が直接結ばれるため、Port 2への

出力が支配的となる。領域Xに配置するフォトニック構造

のバンドがトポロジカルエッジ状態のそれに近いほど、

Port 1とPort 2に出力される光渦の強度比が1:1に近づく。ま

た、スプリッタ/コンバイナを介すことによる光渦モードの

変化が起こらないよう、領域Xに配置するフォトニック構

造のバンドギャップ中心は、常に伝搬光の波長（周波数）

と同じでなければならない（図28）。この条件下では、い

ずれのバンド間においても電磁モード（p±, d±）の遷移割合

が同一となることから、伝搬する光渦モードもひとつに固

定されることになる。 

図29にFDTD法によって計算された、スプリッタ/コンバ

イナ近傍の磁界モード分布 (𝐻𝑧) を示す。図29(a)-(c)は各々、

領域Xに自明なフォトニック構造（(R, L) = (231 nm, 250 

nm)）、バンドギャップが閉じたフォトニック構造（(R, L) 

= (263 nm, 260 nm)）、非自明なフォトニック構造（(R, L) = 

(310 nm, 274 nm)）を配置した場合の伝搬特性を表している。

領域Xに非自明（または自明）なフォトニック構造を配置

した場合、それぞれに対応するトポロジカルエッジ伝送路

においてエッジ状態が維持され、port 1（またはport 2）のみ

に光渦信号が出力される。また、両者の中間に当たるバン

ドギャップが閉じたフォトニック構造（Γ点において全て

の電磁モードが縮退している構造）を領域Xに配置した場

合には、port 1とport 2に出力される光渦信号の割合は、ほぼ

1:1となる。 

上記のトポロジカルスプリッタ/コンバイナを実際に作製

し、その特性を評価した。図30に作製したスプリッタ/コン

バイナ近傍の走査電子顕微鏡画像、図31に素子の伝搬特性

（領域Xに配置するフォトニック構造の(R, L)を変化させた

際の、Port 1およびPort 2における出力強度）を示す。結果

として、スプリッタ/コンバイナ領域に配置するフォトニッ

ク構造の(R, L)を増加させるにつれて、Port 1に出力されてい

た光強度が抑えられ、徐々にPort 2の光強度が増加した。こ

図 28 トポロジカルスプリッタ/コンバイナの概要図

と領域 Xに配置する構造のバンド [37, 38] 

K           Γ         M K           Γ         M K           Γ         M K           Γ         MK           Γ         M

p±

d±

p±

d±

p±
d±

55

p±
d±

55

p±
d±

p±
d±

d±

p±

λ

hν

Trivial PhC

X
Input

Topological PhC

Schematic band diagram for region X

図 29 FDTD法によって計算された、スプリッタ/コンバイナ近傍の磁界モード分布[37, 38]

性 
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れにより、各ポートに分岐する光渦信号の強度比を連続的

に変化できることが確認された。 

 

6．むすび 

トポロジカルフォトニクスは、工学的なフォトニク

スと純粋数学の位相幾何学がうまく結びついた分野で

あり、根幹を成すのは“さまざまな視点から一つの事

象を眺める”というプロセスである。素子特性を直接

的に観測するだけではなく、純粋数学を介して全体を

眺めることで、円偏光や光渦などのトポロジーに起因

した現象を体系的に扱うことが可能となる。 

本稿では、トポロジカルフォトニクスの理論的枠組

みを紹介しつつ、その実証に向けた分析技術・作製技

術、および光回路への応用について言及してきた。当

グループでは、通常のシリコンフォトニクス光回路の

一部をトポロジカルフォトニクス系に置き換えること

を提案しており（＝トポロジカル光回路）、上記に向

けて、伝送、入出力、分岐を担う一連のパッシブ素子

に関する研究を行ってきた。現在、これらの素子を組

み合わせることで、様々な機能性素子の実現を目指し

ており、近い将来、新たな進展が期待できると思われ

る。 

謝辞 本研究は、科学技術振興機構戦略創造研究推

進 事 業  CREST プ ロ ジ ェ ク ト （ 課 題 番 号：

JPMJCR18T4）により実施された。 

 

7．参考図書 

トポロジカルフォトニクスは、数学、固体電子物性、

光学が融合した学際的分野であり、その全体概要を捉

えるには、多くの予備知識が必要となる。本節では、

トポロジカルフォトニクスを理解する上で助けとなる

参考図書を幾つか挙げておく。 

 

2節の内容を補完・発展させるための文献 

(i) Geometry, Topology and Physics (CRC Press), Mikio 

Nakahara 

物理学の観点から位相幾何学を理解できる名著

である。日本語訳は長らく絶版になっていたが、

最近になって再版されたため、そちらもお勧めし

ておく（理論物理学のための幾何学とトポロジー

I, II, 日本評論社）。 

(ii) 幾何学から物理学へ 数理科学別冊（サイエン

ス社）, 谷村省吾 

微分幾何学の基礎概念と物理への応用が分かり

やすく示されている。同一著者の「トポロジー・

圏論・微分幾何」も併せて読めば、より理解が深

まる。 

(iii) ゲージ理論・一般相対性理論のための微分幾何

入門（森北出版）, 佐古彰史 

最近出版された書籍だが、2 節で言及した内容

も含めて微分幾何学の基礎事項やファイバー束に

おける接続の理論が明快に示されている。 

 

3節の内容を補完・発展させるための文献 

(iv) トポロジカル絶縁体・超伝導体（丸善出版） , 

野村健太郎 

電子系におけるトポロジカル分野全体をカバー

しており、日本語としては最高のテキストである。

トポロジカルフォトニクスを理解する上でも、電

子系から入った方が理解しやすいため、是非お手

に取って頂きたく思う。 

(v) Group Theory: Application to the Physics of 

Condensed Matter (Springer), Mildred S. Dresselhaus 

et al. 

図 30 スプリッタ/コンバイナ近傍の SEM画像[37, 38] 

図 31 素子の伝搬特性[37, 38] 
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Dresselhausの名著である。群論をベースとした

固体電子物性のテキストであり、3 節前半の議論

は、本書が大いに参考になる。 

(vi) Quantum Transport: Atom to Transistor (Cambridge 

University Press), Supriyo Datta 

Datta の名著である。日本語訳も出版されてい

るため、そちらも参照されたい（量子輸送 基礎

編, 応用編, 丸善出版）。 

 

4節, 5節の内容を補完・発展させるための文献 

(vii) Physics of Photonic Devices (Wiley), Shun Lien 

Chuang 

光通信工学を専門とする研究者の標準テキスト

である。これ 1 冊に導波路型光デバイスの全てが

まとまっていると言っても過言ではない。 

(viii) Fundamental Principles of Optical Lithography: The 

Science of Microfabrication (JW), Chris Mack 

トポロジカルフォトニクス系を実現する上で、

近接効果補正を用いた電子線描画技術がコアとな

ることは 4 節で述べたとおりである。本書は、各

種リソグラフィ技術が明快にまとまっており、一

読の価値がある。 

(ix) フォトニック結晶入門（森北出版）, 迫田和彰 

トポロジカルフォトニクスを理解する上では、

基本的なフォトニック結晶の理論に触れることは

必要不可欠である。本書は、量子化学における群

論の概念を用いてフォトニック結晶を扱っており、

感覚的に理解がしやすい。 
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Topological Photonics and Optical Circuits 

 

Abstract:  

Topological photonics brings the concept of mathematical 

topology into the field of optics, which allows us to 

systematically handle information derived from the topology 

of light, such as optical spin and orbital angular momentum. 

In this paper, starting from the theoretical framework of 

topological photonics, we describe analytical methods, 

fabrication technology, and its application to optical circuits. 
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