
光通信ネットワークを支える

石英系PLC部品

インターネットに代表されるIT革命

により，情報通信システムは質的にも

量的にも大きく変化しています．例え

ば，従来の電話等の音声信号はＥ

メールや音楽・動画情報へと変わり，

通信トラヒックは半年で２倍ともいわ

れるように爆発的に増加しています．

このような情報通信のパラダイムシフ

トを支える光通信技術は，当初高速・

大容量ネットワークとして開発されて

きました．近年ではユビキタス社会を

支える通信インフラとして，メトロ系

やアクセス系ネットワークへの導入が

進むとともに，光の特徴を活用して低

遅延性，柔軟性，拡張性に優れる光ア

ド・ドロップマルチプレクサ（OADM:

Optical Add/Drop Multiplexer） や

光クロスコネクト（OXC: Optical

Cross Connect）に代表されるフォ

トニックネットワークに向けた研究開

発が進んでいます．

光通信ネットワークでは，アクセス

系光部品としてスプリッタや監視カプ

ラ等，基幹系光部品として光波長分

割多重（WDM: Wavelength Divi-

sion Multiplexing）合分波器や光

スイッチ等の光機能部品が不可欠で，

さまざまな光部品技術が研究開発され

てきました．その中でも，NTTフォト

ニクス研究所で先駆的に研究開発して

きた石英系プレーナ光波回路（PLC:

Planar Lightwave Circuit）は，小

型・量産性・信頼性に優れるととも

に，高い設計自由度を生かしてさまざ

まな光機能回路を実現することができ

ます(1)．

光通信ネットワークで求められる代

表的なPLC部品を図１に示します．基

幹系ではアレイ導波路回折格子

（AWG: Arrayed-Waveguide Grat-
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石英系プレーナ光波回路技術の
研究開発動向
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図１　光通信ネットワークで求められる石英系PLC型光部品�
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ユビキタス社会を支える光通信ネットワークでは，光分岐・光合分波・光
スイッチ等の光部品が必要です．石英系プレーナ光波回路（PLC）は小型・
量産性・信頼性の点で優れており，アクセス用光スプリッタや波長分割多重
用AWGフィルタ等が開発実用化されています．本稿では，PLC部品の基盤
技術の進展と最近の技術動向について紹介します．
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ing）がWDM用光合分波器として用

いられ，アクセス系システムでは光ス

プリッタ＊１や監視カプラ＊２が実用化

され広く用いられています．さらに，

次世代ネットワーク構築に向けて

OADM用光スイッチや集積型光レベ

ル調整機能付AWG（V-AWG＊３）の

開発が進められています．

本特集では，NTTフォトニクス研究

所が精力的に開発を進めてきたPLC

技術について概説し，PLCの最新技

術動向を紹介します．

『光ネットワークの高機能化を実現

するPLC光スイッチ』『FTTHを支え

る光アクセス用PLC技術』『次世代

ネットワークを拓く複合機能集積PLC

技術』では具体的なPLC部品技術に

ついて詳細に説明します．さらに，『高

度光ネットワークを拓くPLC型光信号

処理回路』『次世代PLCを支える導波

路作製技術』では将来ネットワークを

支えるPLC技術に関する研究成果を紹

介します．

PLC技術を用いた光機能部品

NTT研究所では，低損失な石英系

ガラスと高精度な微細加工技術を生か

し，光強度や光位相を巧みに制御して

さまざまな光機能部品を実現してきま

した．

PLCを構成するSiO2（二酸化ケイ

素）をベースにした石英系ガラスは，物

理的・化学的に非常に安定であり，光

ファイバ製造法を基にした火炎堆積法

（FHD: Flame Hydrolysis Deposi-

tion）とLSI製造に用いられる反応性

イオンエッチング法（RIE: Reactive

Ion Etching）の組合せにより，高精

度な光導波路を安価に大量製造する

ことが可能です．PLC回路の規模や適

用先に応じて，0.017,dB/cmという

低損失導波路や曲がり半径２mmとい

う微細導波路を使い分けることができ

ます．

これらの石英系導波路技術で実現さ

れるPLC部品は，図２のように光強度

制御回路と光位相制御回路の２つに

分けることができます．

光強度制御回路は，光パワーをＹ分

岐導波路で分配する光スプリッタが代

表的な部品です．Ｙ分岐を多段接続

することで１×４や１×８スプリッタ

を構成することができ，ファイバ型ス

プリッタと比較して大幅な小型化と量

産化が可能です．通信用部品としての

長期信頼性も確立され，光アクセスシ

ステムの光スプリッタとして実用化さ

れています．

光位相制御回路は，光の波として

の特徴である干渉効果を利用した光回

路であり，光導波路をサブミクロン単

位で精密に加工できる石英系PLCなら

ではの回路です．２つの光を干渉させ

るマッハツェンダ（MZ: Mach-Zehn-

der）干渉計＊４は，基本的なPLC干

渉計回路です．光信号を波長によらず

一定比率で分岐する波長無依存カプ

ラ（WINC: Wavelength INsensi-

tive Coupler）は光タップとしてファ

イバ線路の監視システムに応用されて

います．またラティス（格子）構成と

呼ばれるMZ干渉計を多段接続した回

路では任意の光フィルタ特性を実現す

ることが可能で，矩形のフィルタ特性

を持つインタリーブ（interleave）フィ

ルタ(2)や分散補償PLCが開発されてい

ます．

光信号の光路切替光スイッチ(3)や光

レベル調整用の光可変減衰器（VOA:

Variable Optical Attenuator）(4)は

図2　石英系PLC技術を用いた光機能部品�
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＊1 光スプリッタ：光アクセスで使われるPON
（Passive Optical Network）システムにおい
て，１台の局側装置を複数ユーザで共用す
るために光信号を等分配するための光部
品．Y字型のPLC導波路をツリー状に接続
して構成されます．

＊2 監視カプラ：光アクセスシステムにおい
て，光ファイバ線路の断線などの故障を監
視するための試験光を光ファイバ線路に結
合するためのカプラ．MZ干渉計回路の一
種であり，結合率が光波長に依存しないと
いう特徴を持ちます．

＊3 V-AWG：異なる波長の光信号の光レベルを
それぞれ独立に調整した後に合波する機能
を持つ光部品で，光レベル調整機能付AWG
（V-AWG）と呼ばれます．光可変減衰器
（VOA）と光モニタとAWG合波フィルタか
ら構成されます．

＊4 マッハツェンダ干渉計：１つの光源から出
た光を２つに分け，異なる経路を通過させ
た後，再び重ね合わせて干渉を起こさせる
装置．



光信号処理の基本回路であり，次世

代光通信ネットワークの要素部品で

す．石英系PLCでは，MZ干渉計に薄

膜ヒータによる熱光学効果を組み合わ

せることにより，光切替や光レベル制

御を実現しています．PLC型光スイッ

チ・VOAは，機械的可動部がないた

め信頼性が高く，後述するように他の

PLC回路との集積化が可能であるなど

の特徴を持っています．１×128光ス

イッチや512個の２×２光スイッチを

１チップ集積化した16×16マトリクス

光スイッチ等が開発されています．

光位相制御回路のうち，アレイ導波

路での多光束干渉効果を利用した

AWGフィルタは，光位相をもっとも

巧みに制御している代表的なPLC回路

です．AWG合分波器は，一度に数十

波以上の波長信号を合波・分波する

ことが可能で，すでに高密度WDM用

合分波回路のデファクトスタンダード

として日本だけでなく世界中で利用さ

れています．製品レベルでは64チャネ

ル，研究レベルでは400チャネル規模

が開発され，またAWG温度制御が不

要なアサーマルAWG＊５も実用化され

ています．

さらに最近は光通信システムの高度

化に伴い，AWGや光スイッチ・VOA

などの異種機能PLCを一体化した

V-AWGや波長セレクタのような複合

機能集積PLCの開発が進められてい

ます．

単機能PLCから複合機能集積PLCへ

今まで紹介したように，PLCは優れ

たガラス作製・加工プロセス技術を基

盤に，巧みな光波制御により光スイッ

チやAWGなどのさまざまな光機能回

路を実現してきました．石英系ガラス

を材料としたPLCプロセス技術は低損

失化や高精度加工だけでなく微細な光

位相調整（トリミング）技術や超小型

PLCに向けた超高Δ導波路技術が検

討され，AWGやPLCスイッチ等の各

種PLC回路の高性能化がなされてきま

した．図３は，PLCの基盤であるプロ

セス技術と各種PLC部品の関連を示

したものです．

しかし，OADMなどのような光通信

ネットワークの高度化とともに，複数

のPLC機能部品が同一ボード上に搭載

される複合機能ボードの要望が高まり

つつあります．現状では，各PLC部品

を光ファイバで接続する実装形態を採

用しているために，煩雑な接続ファイ

バの取回しによる組立コストの増大や

ボードサイズ大型化の問題が生じてい

ます．そこで，AWG，PLCスイッチ

等の異なる機能PLCを一体集積化し

た複合機能集積PLCの研究開発が精

力的に進められています．NTTフォト

ニクス研究所では，異なる光機能PLC

どうしを直接接続することにより回路

寸法と実装組立コストを大幅に抑えら

れるマルチチップPLC集積技術を提案

しています．この技術は，全機能光回

路を１チップ集積するモノリシック集

積技術に比較して，PLC機能回路に

応じたプロセス最適化による高性能化，

個別評価・選別による歩留まり向上，

さらに回路全体の小型化が図れるとい

う利点を持っています．

さらに，最近ではPLCスイッチや

VOAの電子制御回路を内蔵してPLC

回路を自動制御できるインテリジェン

ト光モジュールの要望が高まってきて

おり，PLC型光回路と電子回路を統

合したシステムPLCの検討も進んでい

ます．その一例として，AWGと光選

択スイッチを一体集積化した波長セレ

光ネットワークを支えるPLCデバイス技術
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図3　光複合機能集積回路を支えるPLC技術�
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＊5 アサーマル（athermal）AWG：光干渉効果
を利用しているAWGは環境温度によりPLC
光路長が変化するとAWG中心波長も変化し
てしまうため，AWGチップの温度を一定に
制御する必要があります．アサーマルAWG
では，石英系ガラスと逆の温度特性を持つ
樹脂をPLC導波路と組み合わせることによ
りAWGの温度依存性を相殺して温度調整を
不要としています．
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クタボードや，タップ集積VOA・ア

サーマルAWG・モニタPD（Photo

Diode）をマルチチップPLC接続技

術とハイブリッド集積技術を用いて，

一体集積化した集積型８チャネル

V-AWGモジュール(5)が開発されてい

ます．

これらの複合機能集積PLC技術は，

次世代のOADMシステムやOXCシス

テム構築に向けたキー部品技術として

期待されています．

石英系PLC研究開発の展開

今までのPLC技術研究開発の経緯

と，将来の研究開発展望を図４に示

します．石英系PLCは，光スプリッタ

等の光強度制御回路から研究開発が

開始され，位相制御回路，多光束干

渉回路，さらにディジタルフィルタ理

論に基づくラティス回路が創出されて

きました．これらのPLC部品開発は，

新PLC回路設計技術のアイデアだけで

はなく，小型高密度化を可能とする導

波路プロセス技術や光・電気パッケー

ジ等の実装技術との密接な連携による

成果であるといえます．現在研究開発

を進めている第５世代PLCである複合

機能集積回路においては，曲げ半径

１mm以下の超高密度集積用導波路

や光半導体素子との高信頼ハイブリッ

ド実装技術などが必須になってきてい

ます．今後，設計・プロセス・実装技

術のより一層の連携を図り，第６世代

のPLC創出に向けて総合的なPLC研

究開発に取り組んでいきます．

■参考文献
(1) 日比野・丸野・岡本：“次世代大規模高機能
PLC研究開発の動向，”NTT R&D，Vol.50，
No.４，pp.259-264，2001.

(2) M. Oguma，T. Kitoh，Y. Inoue，T. Mizuno，
T. Shibata，M. Kohtoku，and Y. Hibino：
“ Compact and low-loss interleave filter
employing lattice-form structure and silica-
based waveguide，”IEEE J. of Lightwave
Technol.，Vol.22，No.３，pp.895-902，2004.

(3) S. Sohma，T. Watanabe，T. Shibata，and H.
Takahashi： “ Compact and low power
consumption 16×16 optical matrix switch with
silica-based PLC technology，”OFC2005，
OThV4，2005.

(4) Y. Hashizume，Y. Inoue，T. Kominato，T.
Shibata，and M. Okuno：“Low-PDL 16-
channel variable optical attenuator array using
silica-based PLC，”OFC2004，WC４，2004.

(5) A. Kaneko，Y. Hashizume，S. Kamei，Y. Doi，
R. Kasahara，Y. Tamura，I. Ogawa，M. Ishii，

T. Kominato，and S. Suzuki：“Ultra small
and low power consumption 8ch variable
optical attenuator multiplexer (V-AWG) using
multi-chip PLC integration technology，”
OFC2005，OTuD３，2005.

（左から）鈴木 扇太/ 杉田 彰夫

光通信システムの普及加速に向けて，光
部品の効率的で迅速な開発が求められてい
ます．私たちは，一層の低価格化と高機能
化の実現に向けた技術開発とともに，時代
を先取りする革新的光部品の創出に向けて
PLC研究を加速していきます．

◆問い合わせ先
NTTフォトニクス研究所
複合光デバイス研究部
TEL 046-240-4009
FAX 046-240-2912
E-mail ssuzuki@aecl.ntt.co.jp
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