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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】光渦の伝送および制御が可能なトポロジカル光
回路を提供する。
【解決手段】トポロジカル光回路は、バルクがエネルギ
ギャップを持つ絶縁体であるTrivial Ph.C.１１（自明
なフォトニック構造体）と、内部がエネルギギャップを
持つ絶縁体であり、そのエッジがギャップレスの金属状
態であるTopological Ph.C.１２（トポロジカルフォト
ニック構造体）と、Trivial Ph.C.１１とTopological P
h.C.１２の境界でトポロジカルエッジ状態を発現するト
ポロジカルエッジ１３と、を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バルクがエネルギギャップを持つ絶縁体である自明なフォトニック構造体と、
　内部がエネルギギャップを持つ絶縁体であり、そのエッジがギャップレスの金属状態で
あるトポロジカルフォトニック構造体と、
　前記自明なフォトニック構造体と前記トポロジカルフォトニック構造体の境界において
光渦伝搬が可能なトポロジカルエッジ状態を発現するトポロジカルエッジと、を有する
　ことを特徴とするトポロジカル光回路。
【請求項２】
　前記自明なフォトニック構造体は、配列されたセル内で対称性を有する第１誘電体を備
え、
　前記トポロジカルフォトニック構造体は、配列されたセル内で対称性を有する第２誘電
体を備える
　ことを特徴とする請求項１に記載のトポロジカル光回路。
【請求項３】
　前記自明なフォトニック構造体は、Ｃ６ｖ対称性を有するナノホールを含む第１誘電体
が蜂の巣格子状セルに配列される構造を備え、
　前記トポロジカルフォトニック構造体は、Ｃ６ｖ対称性を有するナノホールを含む第２
誘電体が蜂の巣格子状セルに配列される構造を備える
　ことを特徴とする請求項１に記載のトポロジカル光回路。
【請求項４】
　前記トポロジカルフォトニック構造体は、Ｚ２トポロジーで表わされるトポロジカル構
造である
　ことを特徴とする請求項１に記載のトポロジカル光回路。
【請求項５】
　前記自明なフォトニック構造体および前記トポロジカルフォトニック構造体は、
　前記蜂の巣格子の中心から前記ナノホールの中心までの距離、前記ナノホール１辺の長
さの少なくともいずれかをパラメータとし、当該パラメータを調整して、前記自明なフォ
トニック構造体および前記トポロジカルフォトニック構造体のバンドエッジを対象波長に
近接させる
　ことを特徴とする請求項３に記載のトポロジカル光回路。
【請求項６】
　前記パラメータを調整して、特定のチャージ数を持った光渦を伝送させる
　ことを特徴とする請求項５に記載のトポロジカル光回路。
【請求項７】
　前記チャージ数は、１周して２πとなる光渦の伝搬を許容する－から＋１までのチャー
ジ数と、２周して２πとなる光渦の伝搬を許容する－２から＋２までのチャージ数と、を
含む
　ことを特徴とする請求項６に記載のトポロジカル光回路。
【請求項８】
　前記トポロジカルエッジは、特定の光渦を伝送させるトポロジカル伝送路を構成する
　ことを特徴とする請求項１に記載のトポロジカル光回路。
【請求項９】
　前記トポロジカルエッジは、光渦を任意の強度に合分波させるトポロジカルスプリッタ
およびコンバイナを構成する
　ことを特徴とする請求項１に記載のトポロジカル光回路。
【請求項１０】
　分岐位置のフォトニック構造体の誘電体を、前記自明なフォトニック構造体の前記第１
誘電体および前記トポロジカルフォトニック構造体の前記第２誘電体と異ならせて、前記
分岐位置においてトポロジカル伝送路を分岐する、
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トポロジカルスプリッタおよびコンバイナを構成する
　ことを特徴とする請求項３に記載のトポロジカル光回路。
【請求項１１】
　前記蜂の巣格子の中心から前記ナノホールの中心までの距離、前記ナノホール１辺の長
さの少なくともいずれかをパラメータとし、当該パラメータを、
　分岐位置のフォトニック構造体の誘電体、前記自明なフォトニック構造体の前記第１誘
電体、前記トポロジカルフォトニック構造体の前記第２誘電体について、それぞれ調整し
て、各トポロジカル伝送路を伝搬する光渦の出力強度を変える、
トポロジカルスプリッタおよびコンバイナを構成する
　ことを特徴とする請求項３に記載のトポロジカル光回路。
【請求項１２】
　前記トポロジカルエッジは、ＴＥ（Transverse Electric）モードまたはＴＭ（Transve
rse Magnetic）モード伝送から光渦伝送へ変換させるトポロジカルコンバータを構成する
　ことを特徴とする請求項１に記載のトポロジカル光回路。
【請求項１３】
　ＴＥ／ＴＭモードの光を伝送する導波路を備え、
　前記導波路に入れたＴＥ／ＴＭ波を前記トポロジカルエッジに入力し、トポロジカルエ
ッジ状態で光渦に変換する、
トポロジカルコンバータを構成する
　ことを特徴とする請求項１に記載のトポロジカル光回路。
【請求項１４】
　前記トポロジカルエッジは、特定の光渦を生成するトポロジカルレーザを構成する
　ことを特徴とする請求項１に記載のトポロジカル光回路。
【請求項１５】
　レーザ発振光を前記トポロジカルエッジに通して、当該トポロジカルエッジに沿って、
特定の光渦を生成する、
トポロジカルレーザを構成する
　ことを特徴とする請求項１に記載のトポロジカル光回路。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トポロジカル光回路（Topological photonic integrated circuits：T-PICs
）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光ネットワークに用いられている各種光素子には、レーザ、変調器、多重化素子、光ス
イッチ等がある。光集積回路とは、レーザ・変調器・合分波器などの各種モジュールを、
光ファイバを介さずに１チップ上に集積したものである。光集積回路の利点は、光通信に
おける様々な機能を１チップの小型モジュールで実現することにより、消費電力・製造コ
ストを抑えることができる点にある。
【０００３】
　上記光集積回路の材料としては、インジウムリン（ＩｎＰ）またはＳｉがある。上記多
重化素子の材料としては、ＳｉＯ２がある。また、上記変調器の材料としては、大きなＥ
Ｏ（Electro-optic、電気光学）効果を示すニオブ酸リチウム（ＬｉＮｂＯ３）、ランタ
ン添加のチタン酸ジルコン酸鉛（（Ｐｂ，Ｌａ）（Ｚｒ，Ｔｉ）Ｏ３）などの無機光学結
晶が広く用いられている。
【０００４】
　近年、光の自由度を積極的に利用した通信方式に関心が集まっている。特に、光渦（光
の軌道角運動量）には、未開拓の領域が多く残っていることから研究が盛んになっている
。光渦は、波面のらせん周期に情報を乗せることで、理論上無限チャネル多重化が可能で
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ある。大容量伝送のキーコンポーネントであるマルチコアファイバ（multi-core fibers
）との整合性にも優れていることから光通信との親和性が極めて良いとされている。
【０００５】
　特許文献１には、第１層と、前記第１層に対向する第２層とを備え、前記第１層は、各
々が光学異方性を有する複数の第１構造体を含み、前記第２層は、前記第１層から入射し
た光を反射する際は、前記光の入射時と反射時とで前記光の偏光状態を維持したまま前記
光を反射する、光学素子が記載されている。特許文献１の段落[０２５８]には、「光ＬＴ
２は、光渦として出射される。光渦とは、特異点を有し、等位相面が螺旋面を形成する光
のことである。特異点では光強度が０である。」と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１８－８４６７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の光素子では、ＴＥモード（Transverse Electric mode）／ＴＭモ
ード（Transverse Magnetic mode）しか扱えず、ＴＥ／ＴＭモードで動作する光集積回路
では、前記光渦を制御することはできないという課題があった。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、光渦の伝送および制御が可能
なトポロジカル光回路を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記した課題を解決するため、本発明に係るトポロジカル光回路は、バルクがエネルギ
ギャップを持つ絶縁体である自明なフォトニック構造体と、内部がエネルギギャップを持
つ絶縁体であり、そのエッジがギャップレスの金属状態であるトポロジカルフォトニック
構造体と、前記自明なフォトニック構造体と前記トポロジカルフォトニック構造体の境界
において光渦伝搬が可能なトポロジカルエッジ状態を発現するトポロジカルエッジと、を
有することを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係るトポロジカル光回路は、前記自明なフォトニック構造体が、配列されたセ
ル内で対称性を有する第１誘電体を備え、前記トポロジカルフォトニック構造体は、配列
されたセル内で対称性を有する第２誘電体を備えることが好ましい。
【００１１】
　本発明に係るトポロジカル光回路は、前記自明なフォトニック構造体が、Ｃ６ｖ対称性
を有するナノホールを含む第１誘電体が蜂の巣格子状セルに配列される構造を備え、前記
トポロジカルフォトニック構造体は、Ｃ６ｖ対称性を有するナノホールを含む第２誘電体
が蜂の巣格子状セルに配列される構造を備えることが好ましい。
【００１２】
　本発明に係るトポロジカル光回路は、前記トポロジカルフォトニック構造体が、Ｚ２ト
ポロジーで表わされるポロジカル構造であることが好ましい。
【００１３】
　本発明に係るトポロジカル光回路は、前記自明なフォトニック構造体および前記トポロ
ジカルフォトニック構造体が、前記蜂の巣格子の中心から前記ナノホールの中心までの距
離、前記ナノホール１辺の長さの少なくともいずれかをパラメータとし、当該パラメータ
を調整して、前記自明なフォトニック構造体および前記トポロジカルフォトニック構造体
のバンドエッジを対象波長に近接させることが好ましい。
【００１４】
　本発明に係るトポロジカル光回路は、前記パラメータを調整して、特定のチャージ数を
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持った光渦を伝送させることが好ましい。
【００１５】
　本発明に係るトポロジカル光回路は、前記チャージ数が、１周して２πとなる光渦の伝
搬を許容する－から＋１までのチャージ数と、１周して４πとなる光渦の伝搬を許容する
－２から＋２までのチャージ数と、を含むことが好ましい。
【００１６】
　本発明に係るトポロジカル光回路は、前記トポロジカルエッジが、特定の光渦を伝送さ
せるトポロジカル伝送路を構成するものであってもよい。
【００１７】
　本発明に係るトポロジカル光回路は、前記トポロジカルエッジが、光渦を任意の強度に
合分波させるトポロジカルスプリッタおよびコンバイナを構成するものであってもよい。
【００１８】
　本発明に係るトポロジカル光回路は、分岐位置のフォトニック構造体の誘電体を、前記
自明なフォトニック構造体の前記第１誘電体および前記トポロジカルフォトニック構造体
の前記第２誘電体と異ならせて、前記分岐位置においてトポロジカル伝送路を分岐する、
トポロジカルスプリッタおよびコンバイナを構成するものであってもよい。
【００１９】
　本発明に係るトポロジカル光回路は、前記蜂の巣格子の中心から前記ナノホールの中心
までの距離、前記ナノホール１辺の長さの少なくともいずれかをパラメータとし、当該パ
ラメータを、分岐位置のフォトニック構造体の誘電体、前記自明なフォトニック構造体の
前記第１誘電体、前記トポロジカルフォトニック構造体の前記第２誘電体について、それ
ぞれ調整して、各トポロジカル伝送路を伝搬する光渦の出力強度を変える、トポロジカル
スプリッタおよびコンバイナを構成するものであってもよい。
【００２０】
　本発明に係るトポロジカル光回路は、前記トポロジカルエッジが、ＴＥモードまたはＴ
Ｍモード伝送から光渦伝送へ変換させるトポロジカルコンバータを構成するものであって
もよい。
【００２１】
　本発明に係るトポロジカル光回路は、ＴＥ／ＴＭモードの光を伝送する導波路を備え、
前記導波路に入れたＴＥ／ＴＭ波を前記トポロジカルエッジに入力し、トポロジカルエッ
ジ状態で光渦に変換する、トポロジカルコンバータを構成するものであってもよい。
【００２２】
　本発明に係るトポロジカル光回路は、前記トポロジカルエッジが、特定の光渦を生成す
るトポロジカルレーザを構成するものであってもよい。
【００２３】
　本発明に係るトポロジカル光回路は、レーザ発振光を前記トポロジカルエッジに通して
、当該トポロジカルエッジに沿って、特定の光渦を生成する、トポロジカルレーザを構成
するものであってもよい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、光渦の伝送および制御が可能なトポロジカル光回路を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルエッジ伝送路
の設計を説明する図である。
【図２】本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルエッジ伝送路
の構造の上面図である。
【図３】本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルエッジ伝送路
の構造の断面図である。
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【図４】本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるＣ６ｖ対称性を有するナノ
ホールの構造を示すブリルアンゾーン（Brillouin Zone）の図である。
【図５】本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルエッジ伝送路
で用いるTrivial Ph.C.とTopological Ph.C.のバンドダイヤグラムの概要図である。
【図６】図５のTrivial Ph.C.とTopological Ph.C.のバンド図である。
【図７】本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルエッジ伝送路
近傍の磁界分布（Ｈｙ）を示す図である。
【図８】チャージ数ｌ＝±１を持つ光渦を伝送するトポロジカルエッジ伝送路で用いるTr
ivial Ph.C.とTopological Ph.C.のバンドダイヤグラムの概要図である。
【図９】図８のTrivial Ph.C.とTopological Ph.C.のバンド図である。
【図１０】図８および図９で設計されたトポロジカルエッジ伝送路（チャージ数ｌ＝＋１
を持つ光渦を伝送する）の磁界分布（Ｈｙ）を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路の伝送路近傍の単位セルのモード
分布の拡大図である。
【図１２】本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路のチャージ数ｌ＝±２を持つ光渦
を伝送するトポロジカルエッジ伝送路で用いるTrivial Ph.C.とTopological Ph.C.のバン
ドダイヤグラムの概要図である。
【図１３】図１２のTrivial Ph.C.とTopological Ph.C.のバンド図である。
【図１４】図１２および図１３で設計されたトポロジカルエッジ伝送路（チャージ数ｌ＝
＋２を持つ光渦を伝送する）の磁界分布（Ｈｙ）を示す図である。
【図１５】図１４の伝送路近傍の単位セルのモード分布の拡大図である。
【図１６】本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルスプリッタ
／コンバイナの設計を説明する図である。
【図１７】本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルスプリッタ
／コンバイナで用いるTrivial Ph.C.とTopological Ph.C.のバンド図の概要である。
【図１８】図１７のTrivial Ph.C.とTopological Ph.C.のバンド図である。
【図１９】本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルスプリッタ
／コンバイナの構造を示す図である。
【図２０】図１９のポートPort1に光渦が１００％分岐するトポロジカルスプリッタ／コ
ンバイナの磁界分布（Ｈｙ）を示す図である。
【図２１】図１９のポートPort1とPort2に光渦が５０％ずつ分岐するトポロジカルスプリ
ッタ／コンバイナの磁界分布（Ｈｙ）を示す図である。
【図２２】図１９のポートPort2に光渦が１００％分岐するトポロジカルスプリッタ／コ
ンバイナの磁界分布（Ｈｙ）を示す図である。
【図２３】本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルスプリッタ
／コンバイナのパラメータの変化による磁界強度を説明する図である。
【図２４】本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルコンバータ
の構造を示す図である。
【図２５】本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルコンバータ
近傍の磁界分布（Ｈｙ）を示す図である。
【図２６】本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルレーザの構
造の上面図である。
【図２７】図２６のＡ－Ａ’断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
（原理説明）
　トポロジカル絶縁体（Topological insulator）やワイル半金属（Weyl Semimetal）な
どにおける電子系のトポロジーをフォトンの系にトレースする試みは、トポロジカルフォ
トニクスと呼ばれ、近年急速に進展している。トポロジカル絶縁体は、バルクにはエネル
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ギギャップを持つ絶縁体でありながら、エッジ（２次元系では端、３次元系では表面）に
ギャップレスの金属状態が生じている物質をいう。
【００２７】
　特に、Ｃ６ｖ対称性（６０°回転させると重なる対称性）を有する誘電体が蜂の巣格子
状に配列された構造におけるＺ２トポロジー（電子波動関数のもつトポロジカルな構造の
分野における一つのクラス）の発現は、光渦の伝送が可能なトポロジカルエッジ状態を実
現できることから様々な応用が期待されている。
【００２８】
（１）トポロジカル光回路の概念
　ＳｉやＩｎＰで作製された光回路の適当な領域にＣ６ｖ対称性を有する誘電体が蜂の巣
格子状に配列された構造を導入し、光渦制御が可能な回路を提供する。
【００２９】
（２）トポロジカル光回路における各種構成要素を提供する。
　トポロジカル光回路における光渦の伝送・制御のための基本要素として、以下の４つを
含む。
１．特定の光渦を一意に伝送させる“トポロジカル伝送路”
２．光渦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”
３．ＴＥ／ＴＭモード伝送から光渦伝送へ変換させる“トポロジカルコンバータ”
４．特定の光渦を生成する“トポロジカルレーザ”
【００３０】
［トポロジカルエッジ伝送路２０］
 <トポロジカルエッジ伝送路の設計>
　図１は、本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルエッジ伝送
路の設計を説明する図である。
　図１に示すように、蜂の巣格子状のセル１２１，１２２（図２参照）に対応するヘック
スシート上に伝送路１０を設定する。設定した伝送路１０の両側のヘックス（ヘックスＡ
，ヘックスＢ）に適当なTopological，Trivial構造を配置する。例えば、図１のヘックス
Ａは、Trivial Ph.C.１１（自明なフォトニック構造体）のセル１２１（図２参照）であ
り、図１のヘックスＢは、Topological Ph.C.１２（トポロジカルフォトニック構造体）
のセル１２２（図２参照）である。
　ここまでの設計で、入力された光渦をTrivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１２の境
界のトポロジカルエッジ１３の導波路上で光渦伝送させるトポロジカル伝送路が構成され
る。
【００３１】
<トポロジカルエッジ伝送路２０における導波モード解析>
　図２は、トポロジカルエッジ伝送路（Topological edge state waveguide）２０の構造
の上面図（Si-based topological edge state waveguide we used in simulation）であ
る。図３は、図２のトポロジカルエッジ伝送路２０の構造の断面図（Cross section of t
opological edge state waveguide）である。
【００３２】
　図２に示すように、トポロジカルエッジ伝送路２０は、ＳＯＩ（Silicon-On-Insulator
）ウェハ（例えばＳｉ膜厚２２０ｎｍ）上に、Trivial Ph.C.１１と、Topological Ph.C.
１２と、Trivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１２の境界でトポロジカルエッジ状態を
発現するトポロジカルエッジ１３と、を有する。
　Trivial Ph.C.１１は、Ｃ６ｖ対称性を有する第１誘電体１１１が蜂の巣格子状（周期
ａ＝８００ｎｍ）に配列された構造である。
　Topological Ph.C.１２は、Ｃ６ｖ対称性を有する第２誘電体１１２が蜂の巣格子状（
周期ａ＝８００ｎｍ）に配列された構造である。
【００３３】
　第１誘電体１１１は、ＳＯＩウェハ上に、Ｃ６ｖ対称性を有するナノホール１１１ａを
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蜂の巣格子状（周期ａ＝８００ｎｍ）のセル（unit cell）１２１に配列したナノ（ｎｍ
，１ｎｍ＝１０－９ｍ）構造を用いる。第２誘電体１１２は、ＳＯＩウェハ上に、Ｃ６ｖ

対称性を有するナノホール１１２ａを蜂の巣格子状（周期ａ＝８００ｎｍ）のセル１２２
に配列したナノ構造を用いる。第１誘電体１１１のナノホール１１１ａと第２誘電体１１
２のナノホール１１２ａは、蜂の巣格子のセル１２１，１２２中心からナノホール１１１
ａ，１１２ａの中心までの距離ｒおよびナノホール１辺の長さｌのパラメータがそれぞれ
異なる（後記）。
【００３４】
　図３に示すように、トポロジカルエッジ伝送路２０は、Ｓｉ基板（Si substrate）１３
１上に、膜厚１．０μｍのＳｉＯ２絶縁膜１３２と、膜厚２２０ｎｍのＳｉ膜１３３と、
を積層する。Ｓｉ膜１３３上のエアギャプは、１．０μｍ以上である。
　Ｓｉ膜１３３には、Ｓｉ基板１３１に向かって、Ｃ６ｖ対称性を有するナノホール１１
１ａとナノホール１１２ａとが開孔され、残存Ｓｉ膜１３３と当該Ｓｉ膜１３３に開孔し
たナノホール１１１ａからなるフォトニック構造は、Trivial Ph.C.１１を形成する。ま
た、残存Ｓｉ膜１３３と当該Ｓｉ膜１３３に開孔したナノホール１１２ａからなるフォト
ニック構造は、Topological Ph.C.１２を形成する。
　Trivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１２の境界のトポロジカルエッジ１３には、ト
ポロジカルエッジモード（Topological edge mode）が発現している（図３の破線囲み参
照）。
【００３５】
　図４は、Ｃ６ｖ対称性を有するナノホールの構造を示すブリルアンゾーンの図（Schema
tic image of a unit cell）である。Trivial Ph.C.１１の第１誘電体１１１のナノホー
ル１１１ａを例に採る。Topological Ph.C.１２の第２誘電体１１２のナノホール１１２
ａについても同様の構造である。
　図４の右図に示すように、蜂の巣格子のセル１２１の中心をブリルアンゾーンの中心（
原点）Γ点とする。また、ブリルアンゾーンの高対称点として、Ｍ点（長方形面の中心）
、Ｋ点（２つの長方形面をつなぐ辺の中心）、Ａ点（六角形面の中心）、Ｈ点（端点）、
Ｌ点（六角形面と長方形面をつなぐ辺の中心）がある。
【００３６】
　図４の左図に示すように、Ｓｉ膜１３３（図３参照）は、蜂の巣格子状のセル１２１と
セル１２１に配列されたＣ６ｖ対称性を有するナノホール１１１ａとが形成される。残存
Ｓｉ膜１３３と当該Ｓｉ膜１３３に開孔したナノホール１１１ａからなるフォトニック構
造は、Trivial Ph.C.１１の第１誘電体１１１を形成する。図４の左図は、Trivial Ph.C.
１１のセル１２１を上面手前の斜め上から見た図であり、開孔したナノホール１１１ａの
下のＳｉＯ２絶縁膜１３２が露出している。
　図４の左図のナノホール１１１ａは、蜂の巣格子のセル１２１の中心（Γ点）からナノ
ホール１１１ａの中心までの距離ｒ、ナノホール１１１ａの１辺の長さｌをパラメータと
する。隣り合うナノホール１１１ａのセル１２１の中心角は、π／３である。
　Trivial Ph.C.１１のナノホール１１１ａの場合、例えばｒ＝２４０ｎｍ，ｌ＝２４０
ｎｍである。
　また、Topological Ph.C.１２のナノホール１１２ａの場合、例えばｒ＝２９０ｎｍ，
ｌ＝２５０ｎｍである。
　さらに、図４の左図に示すように、隣り合う蜂の巣格子のセル１２１同士の中心（Γ点
）間距離ａ１、ａ２は、同じ（ここでは、ａ１，ａ２＝８００ｎｍ）である。
【００３７】
　図５は、本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルエッジ伝送
路２０で用いるTrivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１２のバンド図（Typical photon
ic bands for (left) trivial and (right) topological photonic crystals）である。
図６は、本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルエッジ伝送２
０路で用いるTrivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１２のバンドダイヤグラムの概要図
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（Band diagram for optical vortex propagation with charge number of ±1）である
。図６の横軸にWave vector（2π/ａ）をとり、縦軸にNormalized frequency（ωa/2πc 
ａ/λ）をとる。横軸のWave vector（2π/ａ）のΓ点は、蜂の巣格子状のセル１２１（図
２参照）のブリルアンゾーンの中心、Ｋ点は２つの長方形面をつなぐ辺の中心、Ｍ点は長
方形面の中心である（図４の右図参照）。
【００３８】
　図７は、ＦＤＴＤ法（Finite-difference time-domain method：時間領域差分法）によ
り計算されたトポロジカルエッジ伝送路２０（Trivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１
２の境界）近傍の磁界分布（Ｈｙ）を示す図（Calculated magnetic field Hy）である。
横軸にｚ軸（z axis）(μｍ)、縦軸にｘ軸（x axis）(μｍ)をとる。
　図７の濃淡は、磁界分布（Ｈｙ）の強度（濃いほど強度が大きい）を表わしている。図
７に示すように、電磁場は、Trivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１２の境界のエッジ
１３に局在している。
【００３９】
　ここで、トポロジカルエッジ伝送路２０（図２）は、Trivial Ph.C.１１とTopological
 Ph.C.１２の境界でトポロジカルエッジ状態を発現するトポロジカルエッジ１３を有する
ものであればよく、フォトニック構造は、限定されない。例えば、誘電体が、Ｃ６ｖ対称
性を有する蜂の巣格子状に配置されていることには限定されず、自明なフォトニック構造
体は、配列されたセル内で対称性を有する第１誘電体を備え、トポロジカルフォトニック
構造体は、配列されたセル内で対称性を有する第２誘電体を備えるものであればよい。
【００４０】
　また、誘電体を形成する方法は、上述したナノホールに限らず、例えば誘電体ピラーを
設ける構成でもよい。さらに、ナノホールのパラメータは勿論のこと、ナノホールの個数
も限定されない。ただし、セルが蜂の巣格子状に配置される場合、ナノホールの配置もＣ

６ｖ対称性を有する構造が自然である。同様に、セルの形状も蜂の巣格子状に限定されな
い。
【００４１】
 <トポロジカルエッジ伝送路２０における光渦状態の制御>
　トポロジカルエッジ伝送路２０において適切な設計を行うことで、ｌ＝－２からｌ＝＋
２までのチャージ数を持った光渦を一意的に伝送可能にする。特定のチャージ数を持った
光渦を選択的に伝送する。
　チャージ数ｌ＝±１は、１周して２πとなる光渦である。また、チャージ数ｌ＝±２は
、２周して２πとなる光渦である。ここで、チャージ数ｌの正負の符号は、光渦伝搬方向
により変わる。
【００４２】
　図８は、チャージ数ｌ＝±１を持つ光渦を伝送するTrivial Ph.C.１１とTopological P
h.C.１２のバンドダイヤグラムの概要図（Band diagram for optical vortex propagatio
n with charge number of ±1）である。図９は、図８のTrivial Ph.C.１１とTopologica
l Ph.C.１２のバンド図（Typical photonic bands for (left) trivial and (right) top
ological photonic crystals）である。図９の横軸にWave vector（2π/ａ）をとり、縦
軸にNormalized frequency（ωa/2πc ａ/λ）をとる。横軸のWave vector（2π/ａ）の
Γは、蜂の巣格子状のセル１２１（図２参照）の中心、ＫはΓからセルの角までの長さ、
ＭはΓからセルの１辺までの垂線の長さである。
【００４３】
　特定のチャージ数を持った光渦を選択的に伝送するために、Γ点においてTrivial Ph.C
.１１とTopological Ph.C.１２のバンドエッジが対象波長に近接するよう、ナノホール１
１１ａ，１１２ａ（図２参照）を設計する。例えば、図８および図９に示すバンド図を設
計した場合、トポロジカルエッジ状態においてはｐ波電磁モードの遷移が支配的となるこ
とから、ｌ＝±１のチャージ数を持った光渦の伝搬が許容される。
【００４４】
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　図１０は、図８および図９で設計されたトポロジカルエッジ伝送路２０（チャージ数ｌ
＝＋１を持つ光渦を伝送するTrivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１２の境界）近傍の
磁界分布（Ｈｙ）を示す図（Calculated magnetic field Hy for each topological edge
 state waveguide）である。横軸にｚ軸（z axis）(μｍ)、縦軸にｘ軸（x axis）(μｍ)
をとる。図１０の濃淡は、磁界分布（Ｈｙ）の強度（濃いほど強度が大きい）を表わして
いる。図１０に示すように、電磁場は、Trivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１２の境
界のエッジ１３に局在している。
　図１１は、図１０の矩形で囲んだTrivial Ph.C.１１の伝送路周囲の単位セルのモード
分布の拡大図である。図１１に示すように、チャージ数ｌ＝＋１を持った光渦が伝搬して
いることが確認できた。
【００４５】
　図１２は、チャージ数ｌ＝±２を持つ光渦を伝送するTrivial Ph.C.１１とTopological
 Ph.C.１２のバンドダイヤグラムの概要図（Band diagram for optical vortex propagat
ion with charge number of ±2）である。図１３は、図１２のTrivial Ph.C.１１とTopo
logical Ph.C.１２のバンド図（Typical photonic bands for (left) trivial and (righ
t) topological photonic crystals）である。図１３の横軸にWave vector（2π/ａ）を
とり、縦軸にNormalized frequency（ωa/2πc ａ/λ）をとる。横軸のWave vector（2π
/ａ）のΓ点は、蜂の巣格子状のセル１２１（図２参照）のブリルアンゾーンの中心、Ｋ
点は２つの長方形面をつなぐ辺の中心、Ｍ点は長方形面の中心である（図４の右図参照）
。
【００４６】
　特定のチャージ数を持った光渦を選択的に伝送するために、Γ点においてTrivial Ph.C
.１１とTopological Ph.C.１２のバンドエッジが対象波長に近接するよう、ナノホール１
１１ａ，１１２ａ（図２参照）を設計する。例えば、図１２および図１３に示すバンド図
を設計した場合、トポロジカルエッジ状態においてはｄ波電磁モードの遷移が支配的とな
ることから、ｌ＝±２のチャージ数を持った光渦の伝搬が許容される。
【００４７】
　図１４は、図１２および図１３で設計されたトポロジカルエッジ伝送路２０（チャージ
数ｌ＝＋１を持つ光渦を伝送するTrivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１２の境界）近
傍の磁界分布（Ｈｙ）を示す図（Calculated magnetic field Hy for each topological 
edge state waveguide）である。横軸にｚ軸（z axis）(μｍ)、縦軸にｘ軸（x axis）(
μｍ)をとる。図１４の濃淡は、磁界分布（Ｈｙ）の強度（濃いほど強度が大きい）を表
わしている。図１４に示すように、電磁場は、Trivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１
２の境界のエッジ１３に局在している。
【００４８】
　図１５は、図１４の矩形で囲んだTrivial Ph.C.１１の伝送路周囲の単位セルのモード
分布の拡大図である。図１５に示すように、チャージ数ｌ＝＋２を持った光渦が伝搬して
いることが確認できた。
【００４９】
　このように、トポロジカルエッジ伝送路２０（図２参照）において適切な設計を行うこ
とで、特定のチャージ数（ここではｌ＝－２からｌ＝＋２までのチャージ数）を持った光
渦を選択的に伝送することができる。
　以上、特定の光渦を一意に伝送させる「トポロジカル伝送路」について説明した。次に
、光渦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」について説
明する。
【００５０】
［トポロジカルスプリッタ／コンバイナ］
 <トポロジカルスプリッタ／コンバイナの設計>
　図１６は、本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルスプリッ
タ／コンバイナ（Splitter/Combiner）の設計を説明する図である。
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　図１６に示すように、分岐させたい伝送路を決め、エッジにある任意のセルを選択し、
選択したセルの後部のセルの構造を逆転させる。
　ここでは、光渦を分岐させたい位置におけるヘックスＢ（Topological Ph.C.１２のセ
ル１２２）を、ヘックスＸに置き換える。また、ヘックスＸにおいて分岐される光渦の伝
搬方向のヘックスＢをヘックスＡに置き換える。ヘックスＸは、ヘックスＡおよびヘック
スＢの誘電体とは、異なる誘電体を有するセルである（後記）。ヘックスＸは、例えば、
Ｃ６ｖ対称性を有するナノホールを用いる場合、セルの中心（Γ点）からナノホールの中
心までの距離ｒ、ナノホールの１辺の長さのいずれかのパラメータを、ヘックスＡおよび
ヘックスＢのパラメータと異ならせる。
【００５１】
　ヘックスＸのセルに配置する構造によって上下に分岐する光のパワーを制御する。
　図１６に示すように、伝搬光を、ヘックスＸの配置位置で２方向（図２２のPort1,Port
2参照）に分岐するトポロジカルスプリッタが構成される。
【００５２】
　<トポロジカルスプリッタ／コンバイナの導波モード解析>
　図１７は、本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルスプリッ
タ／コンバイナで用いるTrivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１２のバンドダイヤグラ
ムの概要図（Band diagram for optical vortex propagation with charge number of ±
2）である。図１８は、図１７のTrivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１２のバンド図
（Typical photonic bands for (left) trivial and (right) topological photonic cry
stals）である。図１８の横軸にWave vector（2π/ａ）をとり、縦軸にNormalized frequ
ency（ωa/2πc ａ/λ）をとる。横軸のWave vector（2π/ａ）のΓ点は、蜂の巣格子状
のセル１２１（図２参照）のブリルアンゾーンの中心、Ｋ点は２つの長方形面をつなぐ辺
の中心、Ｍ点は長方形面の中心である（図４の右図参照）。
　本実施形態では、これらの構造を用いてトポロジカルエッジ伝送路におけるカプラを形
成する。
【００５３】
　図１９は、本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルスプリッ
タ／コンバイナ３０の構造を示す図（Schematic image of topological 3 dB coupler）
である。
　図１９に示すように、トポロジカルスプリッタ／コンバイナ３０は、２つのトポロジカ
ル伝送路の間に複数個の単位セル（ヘックスＸ）で構成されたナノカプラを配置した構造
となっている。図１８のバンド図に示すように、ヘックスＸのセルに配置する構造を調整
することにより、２方向（図１９のPort1,Port2参照）に分岐する光渦の分岐比率を変え
ることができる。
　以上は、トポロジカルスプリッタ／コンバイナの場合であるが、第１誘電体および第２
誘電体を調整することにより、コンバイナにおける混合比率を変えることができる。
【００５４】
　図２０～図２２は、ＦＤＴＤ法により計算された図１９のトポロジカルスプリッタ／コ
ンバイナ３０の電界分布（Ey）を示す図（Calculated electric field distribution）で
ある。図２０は、図１９のポートPort1に光渦が１００％分岐するトポロジカルスプリッ
タ／コンバイナ３０の磁界分布（Ｈｙ）を示し、図２１は、図１９のポートPort1とPort2
に光渦が５０％ずつ分岐する場合を示し、図２２は、図１９のポートPort2に光渦が１０
０％分岐する場合をそれぞれ示す。図２０～図２２の濃淡は、磁界分布（Ｈｙ）の強度（
濃いほど強度が大きい）を表わしている。
【００５５】
　図２０～図２２に示すように、計算されたトポロジカルカプラの磁界分布（Ｈｙ）から
、モード分布および出力強度とともに、上記の傾向（すなわち、ヘックスＸに構造Ａまた
は構造Ｂを配置した場合、対応するトポロジカル伝送路においてエッジ状態が維持され、
いずれかのポートの出力強度が増大すること、ヘックスＸに構造Ｃ（図１９参照）を配置
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した場合は、各トポロジカル伝送路に均等に出力が分配されること）を示すことが確認で
きた。
　また、各ポートで光渦が維持されていることを確認した。
【００５６】
　図２３は、本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジカルスプリッ
タ／コンバイナ３０のパラメータｒ，ｌの変化による磁界強度の制御を説明する図である
。横軸にセル中心からナノホールの中心までの距離ｒ（Length of the hexagon edge r）
、縦軸に磁界分布（Ｈｙ）の強度（Ratio of Hy）をとる。
　図２３に示すように、構造Ａと構造Ｂの間でパラメータｒ，ｌを変化させることで、各
ポートに分岐する磁界強度を制御することが可能であることが確認できた。
【００５７】
　本実施形態のトポロジカルスプリッタ／コンバイナ３０において、下記を確認できた。
（１）トポロジカルカプラ領域Ｘに構造Ａ～構造Ｃの構造を配置することで、トポロジカ
ル光の分岐を確認した。
（２）１：１分岐（ヘックスＸに構造Ｃを配置）の際、各ポートで光渦が維持されている
ことを確認した。
（３）構造Ａ～構造Ｃの間でパラメータｒ，ｌを変化させることで、各ポートに分岐する
磁界強度を制御することが可能である。
　以上、光渦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」につ
いて説明した。次に、ＴＥ／ＴＭモード伝送から光渦伝送へ変換させる「トポロジカルコ
ンバータ」について説明する。
【００５８】
［トポロジカルコンバータ］
 <トポロジカルコンバータの設計>
　図２４および図２５は、本発明の実施形態に係るトポロジカル光回路におけるトポロジ
カルコンバータ４０の設計を説明する図である。図２４は、導波路をトポロジカルフォト
ニック構造１０から離隔配置したトポロジカルコンバータ４０の構造を示す図であり、図
２５は、図２４のトポロジカルコンバータ４０における光渦伝送への変換のシミュレーシ
ョン結果を示す図である。
【００５９】
　図２４に示すように、トポロジカルコンバータ４０は、ＴＥ／ＴＭモードの光を伝送す
るInput用Ｓｉ系導波路（Si waveguide）４１と、ＴＥ／ＴＭモードの光を伝送するMonit
or用Ｓｉ系導波路（Si waveguide）４２と、ＴＥ／ＴＭモード伝送から光渦伝送へ変換す
るトポロジカルフォトニック構造１０と、を備える。
　Input用Ｓｉ系導波路４１およびMonitor用Ｓｉ系導波路４２は、例えばｃ-Ｓｉ(Crysta
l silicon)からなるｃ-Ｓｉ導波路、またはａ-Ｓｉ(amorphous silicon):Ｈからなるａ-
Ｓｉ:Ｈ導波路である。
　ここで、Input用Ｓｉ系導波路４１およびMonitor用Ｓｉ系導波路４２の材料として、ａ
-Ｓｉ:Ｈを用いると、ａ-Ｓｉ:Ｈは低温で積層できるのでInput用Ｓｉ系導波路４１およ
びMonitor用Ｓｉ系導波路４２に繋がるトポロジカルフォトニック構造１０にダメージを
与えないので好ましい。
【００６０】
　Input用Ｓｉ系導波路４１およびMonitor用Ｓｉ系導波路４２の材質は、シリコン（Ｓｉ
）には限定されず、どのような材質でもよい。例えば、導波路の材質が化合物半導体（例
えば、ＩｎＰ）であってもよい。
　Input用Ｓｉ系導波路４１およびMonitor用Ｓｉ系導波路４２は、先端に向かって幅が狭
くなるテーパ（taper）４１ａ，４２ａを有する。テーパ４１ａ，４２ａは、実行屈折率
を基に、光の反射を許容するテーパ形状である。実行屈折率とは、実効的に光のモード全
体がどの屈折率を感じているかを示す指標である。実行屈折率が低ければ低い程、結合長
を短くできる。結合長は、ある％で結合効率をとるために必要な長さである。通常、７０
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～８０％の結合効率をとる場合のテーパ長の長さで表される。
【００６１】
　図２４の左図の破線で囲んだ部分の拡大図を、図２４の右図に示すように、Trivial Ph
.C.１１とTopological Ph.C.１２のテーパ４１ａ，４２ａは、Trivial Ph.C.１１とTopol
ogical Ph.C.１２の端面からにポロジカルエッジ１３までの距離ｌと、トポロジカルエッ
ジ１３の端部から扇型に開口する角θと、により決定する。なお、Monitor用Ｓｉ系導波
路４２の幅は、例えば５００ｎｍであり、その先端部は例えば１００ｎｍである。
【００６２】
　トポロジカルフォトニック構造１０は、Trivial Ph.C.１１と、Topological Ph.C.１２
と、Trivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１２の境界でトポロジカルエッジ状態を発現
するトポロジカルエッジ（Topological edge）１３と、を有する。
　トポロジカルフォトニック構造１０は、Input用Ｓｉ系導波路４１およびMonitor用Ｓｉ
系導波路４２を挿入する、Trivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１２の対抗面にそれぞ
れテーパ１１ａと１２ａが形成されている。
【００６３】
　トポロジカルフォトニック構造１０は、Input用Ｓｉ系導波路４１およびMonitor用Ｓｉ
系導波路４２の対抗面に、Trivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１２それぞれテーパ１
１ａと１２ａが形成されている。
【００６４】
　図２４に示すトポロジカルコンバータ４０は、Input用Ｓｉ系導波路４１およびMonitor
用Ｓｉ系導波路４２と、トポロジカルフォトニック構造１０のTrivial Ph.C.１１とTopol
ogical Ph.C.１２とが離隔している。ただし、Input用Ｓｉ系導波路４１およびMonitor用
Ｓｉ系導波路４２のテーパ４１ａ，４２ａの先頭から延びる光軸は、テーパ１１ａと１２
ａが形成されたTrivial Ph.C.１１とTopological Ph.C.１２の境界のトポロジカルエッジ
１３に向かっている。
【００６５】
　図２５に示すように、Input用Ｓｉ系導波路４１に入れたＴＥ／ＴＭ波５が、Trivial P
h.C.１１とTopological Ph.C.１２の境界のトポロジカルエッジ状態のトポロジカルエッ
ジ１３に入力され、トポロジカル伝送路上を光渦１５０で伝送している。すなわち、Inpu
t用Ｓｉ系導波路４１に入れたＴＥ／ＴＭ波５が、トポロジカルエッジ状態で光渦１５０
に高効率で変換されている。また、トポロジカル伝送路上を伝送した光渦１５０は、Moni
tor用Ｓｉ系導波路４２に導かれ、ＴＥ／ＴＭ波５に高効率で変換されている。
　以上、ＴＥ／ＴＭモード伝送から光渦伝送へ変換させる「トポロジカルコンバータ」に
ついて説明した。次に、特定の光渦を生成する、「トポロジカルレーザ」について説明す
る。
【００６６】
［トポロジカルレーザ］
 <トポロジカルレーザの設計>
　図２６および図２７は、トポロジカルレーザ５０の構造を示す図である。図２６は、ト
ポロジカルレーザ５０の構造の上面図、図２７は、図２６のＡ－Ａ断面を９０°回転して
示す断面図である。図３と同一構成部分には、同一符号を付している。
　図２６に示すように、トポロジカルレーザ５０は、Ｓｉチップ上にＺ２トポロジー構造
により設計（Designed Z2 topological structure）された、トポロジー構造体であるTop
ological Ph.C.１２（図２６破線囲み参照）と、Trivial構造体であるTrivial Ph.C.１１
（図２６破線囲み参照）と、Topological Ph.C.１２とTrivial Ph.C.１１との境界のトポ
ロジカルエッジ１３と、Ｓｉチップ上に開口され、レーザ発振光を通すキャビティ付きゲ
イン領域（gain region with cavity）５１と、を備える。
【００６７】
　図２６に示すように、Topological Ph.C.１２とTrivial Ph.C.１１との境界のトポロジ
カルエッジ１３は、トポロジカルエッジ伝送路（Topological Waveguide）を形成する。
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また、Trivial Ph.C.１１は、光導波路（Optical waveguide）を形成する。
【００６８】
　図２７に示すように、トポロジカルレーザ５０は、Ｓｉ基板１３１上に、膜厚１．０μ
ｍのＳｉＯ２絶縁膜１３２と、膜厚２５０ｎｍのＩｎＧａＡｓＰ膜２３３およびＩｎＰ膜
２３１と、を積層する。
　ＩｎＧａＡｓＰ膜２３３には、Ｓｉ基板１３１に向かって、Ｃ６ｖ対称性を有するナノ
ホール１１２ａ（図２参照）が開孔され、残存ＩｎＧａＡｓＰ膜２３３と当該ＩｎＧａＡ
ｓＰ膜２３３に開孔したナノホール１１２ａのフォトニック構造は、Topological Ph.C.
１２を形成する。
【００６９】
　ＩｎＰ膜２３１には、Ｓｉ基板１３１に向かって、Ｃ６ｖ対称性を有するナノホール１
１１ａ（図２参照）が開孔され、残存ＩｎＰ膜２３１と当該ＩｎＰ膜２３１に開孔したナ
ノホール１１１ａのフォトニック構造は、Trivial Ph.C.１１を形成する。
　Topological Ph.C.１２とTrivial Ph.C.１１との境界のトポロジカルエッジ１３には、
トポロジカルエッジモード（Topological edge mode）が発現している。
　また、ＩｎＧａＡｓＰ膜２３３に形成されたキャビティ付きゲイン領域５１には、レー
ザ発振光が通される。
【００７０】
　図２６に示すように、キャビティ付きゲイン領域５１にレーザ発振光を通すと、トポロ
ジカルエッジ１３に沿って、特定の光渦が生成される。ここでは、チャージ数ｌ＝±１を
持つ光渦が生成され、トポロジカルエッジ伝送路（Topological Waveguide）(図２６の矢
印⇔参照)に沿って、チャージ数ｌ＝１とチャージ数ｌ＝－１の光渦を取り出すことがで
きる。
【００７１】
　このように、トポロジカルレーザ５０は、共振器で発振したレーザ発振光を、Ｚ２トポ
ロジー構造により設計されたトポロジー構造体のキャビティ付きゲイン領域５１に導入し
、トポロジー構造体においてトポロジカル伝搬モードの閉じ込めおよび共振させる。そし
て、トポロジカルエッジ１３に沿って、トポロジカルエッジ伝送路に沿って、特定のチャ
ージ数を持つ光渦を生成する。
【００７２】
　以上説明したように、本実施形態に係るトポロジカル光回路１０は、バルクがエネルギ
ギャップを持つ絶縁体であるTrivial Ph.C.１１（自明なフォトニック構造体）と、内部
がエネルギギャップを持つ絶縁体であり、そのエッジがギャップレスの金属状態であるTo
pological Ph.C.１２（トポロジカルフォトニック構造体）と、Trivial Ph.C.１１とTopo
logical Ph.C.１２の境界でトポロジカルエッジ状態を発現するトポロジカルエッジ１３
と、を有する。
【００７３】
　この構成により、特殊な光伝搬が可能なトポロジカルエッジ状態で光渦の伝送が可能な
トポロジカル光回路を実現することができる。
　Ｃ６ｖ対称性を有する誘電体が蜂の巣格子状に配列された構造におけるＺ２トポロジー
の発現によって、光渦の伝送とともに、その制御が可能なトポロジカルエッジ状態を実現
できる。光渦は、波面のらせん周期に情報を乗せることができ、理論上無限チャネル多重
化に途を拓くことが期待できる。
　光渦の伝送は、光の軌道角運動量を反映しているので、散乱なく光の透過を制御できる
。
【００７４】
　トポロジカル光回路１０は、トポロジカル特性の光回路への応用が可能である。本実施
形態では、特定の光渦を一意に伝送させるトポロジカル伝送路２０、光渦を任意の強度に
合分波させるトポロジカルスプリッタ／コンバイナ３０、ＴＥ／ＴＭモード伝送から光渦
伝送へ変換させるトポロジカルコンバータ４０、特定の光渦を生成するトポロジカルレー
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のキーコンポーネントであるマルチコアファイバとの整合性にも優れていることから光通
信との親和性の向上も期待できる。
【００７５】
　本発明は上記の実施形態例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した本発
明の要旨を逸脱しない限りにおいて、他の変形例、応用例を含む。
　なお、Trivial Ph.C.１１（自明なフォトニック構造体）における「自明な」(Trivial)
とは、Topological Ph.C.１２（トポロジカルフォトニック構造体）と区別（対比）する
ためのものとして記載しており、「自明な」それ自体を厳格に定義するものではない。こ
のため、「自明な」を削除することも可能である。
　また、上記実施の形態では、トポロジカル光回路という名称を用いたが、これは説明の
便宜上であり、光回路、光渦伝送回路等であってもよい。
【符号の説明】
【００７６】
　５　ＴＥ／ＴＭ波
　１０　トポロジカルフォトニック構造
　１１　フォトニック結晶（Trivial Ph.C.）（自明なフォトニック構造体）
　１２　トポロジカルなフォトニック結晶（Topological Ph.C.）（トポロジカルフォト
ニック構造体）
　１３　トポロジカルエッジ
　２０　トポロジカルエッジ伝送路
　３０　トポロジカルスプリッタ／コンバイナ
　４０　トポロジカルコンバータ
　４１　Input用Ｓｉ系導波路
　４２　Monitor用Ｓｉ系導波路
　５０　トポロジカルレーザ
　１１１　第１誘電体
　１１２　第２誘電体
　１２１　Trivial Ph.C.のセル
　１２２　Topological Ph.C.のセル
　１５０　光渦
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