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We have investigated the exciton polariton condensation in a CuBr microcavity with HfO2/SiO2
distributed Bragg reflectors from the view point of condensation effects on polariton dispersion
relations. The excitation power density dependence of the photoluminescence (PL) intensity and
band width of the lower polariton blanch at an in-plane wave vector of k//=0 exhibits a threshold-like
increase and decrease, respectively. With the use of angle-resolved PL spectroscopy, we found that a
blueshifted flat dispersion relation appears under the polariton condensation. The flat dipersion
relation was quantitatively analysed using a theory for a diffusive Goldstone mode.
文献[5]によると、非平衡状態でのポラリト
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図 1: キャビティポラリトン分散関係。
黒丸と白丸は、角度分解反射スペクトル
から得られた実験結果、実線は現象論的
ハミルトニアンを用いた計算結果、破線
はキャビティ光子エネルギーと 77 K に
おける吸収スペクトルにより求められ
た Zf、Z1,2、及び、Zf 励起子エネルギー
E(Zf)、E(Z1,2)、及び、E(Zf)を示している。

の第 3 高調波（355 nm）を用いた。検出は、
上記と同じである。
3.実験結果と考察
図 1 の黒丸と白丸は、角度分解反射スペ
クトルより求められたキャビティポラリ
トン分散関係を示している。試料成長方向

射ディップが、キャビティポラリトンに帰
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角度は、以下の式(1)により、面内波数 k//

による解析から、Zf、Z1,2、及び、Z3 励起子
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k //  0
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のラビ分裂エネルギーは、
それぞれ 29 meV、
99 meV、及び、77 meV、離調度は+15 meV

(1)
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もった Q 値は、936 であった。
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したことを反映している。

ーを示している。図 1 より、実験結果と計

図 2(b)は、LPB 発光におけるピークエネル

算結果は良く一致しており、観測された反

ギーの励起密度依存性を示している。励起
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図 2: 受光角度 0º (k//=0)での LPB 発光に
おける(a)積分発光強度(黒丸)と半値全幅
(白丸)、及び、(b)発光ピークエネルギー
の励起密度依存性。破線は閾値の 5.6
W/cm2 を示している。

密度の増加に伴って、低密度領域では LPB
の発光ピークエネルギーはわずかにブル
ーシフトを示し、閾値近傍で急激にブルー
シフトしている。これは、ポラリトン―ポ
ラリトン相互作用が劇的に大きくなって
いることを示している。
次に、ポラリトン凝縮における LPB 分散
関係ついて述べる。図 3 は、励起密度がそ
れぞれ(a)3.2、(b)5.6、(c)12 W/cm2 における
図 3: (a)3.2、(b)5.6、(c)12 W/cm2 におけ
る角度分解発光スペクトルのイメージ
マップ。強度は、グレイスケールで表し
ている。実線と点線は、それぞれ LPB
とキャビティ光子の分散関係を表して
いる。(c)の破線は、式(2)と(3)を用いて
計算した diffusive Goldstone モードの
分散関係を示している。

発光スペクトルの面内波数ベクトル依存
性のイメージマップを示している。実線
（点線）は、図 1 に示した LPB（キャビテ
ィ光子）の分散関係を示している。励起密
度 3.2 W/cm2 では、発光強度は広い波数空
間に広がっており、その分散は、図 1 に示
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した LPB 分散関係と一致している。閾値で

たフィッティング結果を表しており、

ある励起密度 5.6 W/cm で、k//=0 近傍に、

=6.4×1012 s-1、ħ=5.5 meV が得られた。

凝縮状態であるブルーシフトした発光バ

フィッティング結果が、ポラリトン凝縮に

ンドが現れ、k//=0 近傍でフラットな分散関

起因する発光のフラットな分散関係と良く
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一致していることから、ポラリトン凝縮状

バンドは、消滅している。このフラットな

態での LPB 分散関係は、非平衡凝縮状態で

分散関係は、非平衡状態におけるポラリト

ある diffusive Goldstone モードであると結論

ン凝縮である diffusive Goldstone モードの

できる。
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特徴を反映している[5]。
以下では、最も励起密度が高い条件の図

4.まとめ

3(c)における凝縮状態でのフラットな発光

本研究では、DBR 型 CuBr マイクロキャ

分散について定量的に解析をする。文献[5]

ビティを対象として、77 K におけるポラリ

に基づくと、diffusive Goldstone モードの分

トン凝縮状態を、角度分解発光スペクトル

散関係は次のように表される。

の観点から調べた。k//=0 における LPB 発光

G k //   B 0  i



2

の励起密度依存性から、積分発光強度の増

B k //   B 02  

2

加、半値全幅の減少、ピークエネルギーの

(2)

ブルーシフトが閾値的に観測された。これ
は、ポラリトン凝縮を明確に反映している。

4

ここで、B(k//)とは、Bogolubov モードの

角度分解発光スペクトルの測定では、閾値

分散関係と有効緩和速度を表している。

以上において、フラットな分散関係が得ら

Bogoliubov モードの分散関係は次式で与え

れた。この分散関係は、非平衡凝縮状態特

られる。

有の diffusive Goldstone モードの理論に基づ
いて、定量的に説明できることを示した。
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