
光の偏波と通信用光回路

光通信に使われている1 300～1 600

nmの光は，非常に周波数の高い電磁

波，すなわち電界の波動です．光ファ

イバから通信用光回路の基本部品であ

る光導波路に向けて光が伝搬していく

様子を図１に示しますが，電界は光の

進行方向に対して横方向に振動してい

ます．進行方向に対して横といっても，

図１の通信用光回路の基板を基準に

すれば，基板に対して平行か垂直の２

つの自由度があるため，光の電界は基

板に対して，さまざまな方向に振動す

ることができます．この電界の振動方

向が偏波ですが，光ファイバを伝搬し

てくる光の偏波は一定ではないため，

受信用光回路は，どのような偏波に対

しても同じ特性を持っていなければな

りません．すなわち偏波無依存である

必要があります．例えば，光回路の重

要な要素である波長フィルタは，いか

なる偏波においても同じ波長の光を透

過させる必要があるのです．

しかしながら，波長フィルタを構成し

ている光導波路は，一般に偏波に対し

て伝搬特性が異なっています．これを偏

波依存性といいますが，近年，超小型，

低消費電力，光・電子融合などの優れ

た特徴が期待され，研究が進みつつあ

る極微小シリコン光回路は，この偏波

依存性が非常に大きく，実用化に向け

た，課題の１つとなっています．

本稿では，極微小シリコン光回路に

おける偏波依存性について説明し，さ

らにその解決方法として，独自の高精

度ナノ加工技術と薄膜形成技術を応

用した，偏波ダイバーシチ技術につい

て紹介します．

極微小シリコン光回路の

偏波依存性

極微小シリコン光回路は，図２のよ

うな断面構造をしたシリコン細線導波

路で構成されています．この導波路は，

電子回路で用いられるシリコンをコア

に，石英系材料をクラッドに用いてお

り，波長1 550 nmの通信用赤外線に

対して，コアの断面は幅400～500

nm，高さ200～300 nmと非常に微小

です．その断面積は従来の光回路に用

いられている石英系光導波路の約

1 000分の１になります．また，数μm
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極微小シリコン光回路の偏波無依存化技術

小型で消費電力の小さい通信用光回路プラットフォームとして期待されて
いる極微小シリコン光回路においては，偏波依存性が大きな課題となってい
ます．本稿では，極微小シリコン光回路の偏波依存性の解決方法として，独
自の高精度ナノ加工技術と薄膜形成技術を応用した，偏波ダイバーシチ技術
について紹介します．
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図１　光ファイバから光導波路への光伝搬の概念図 
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の極微小な半径で導波路を曲げること

ができるため，非常に小型かつ高密度

に光回路を構築することができます（1）．

しかしながら，この導波路は一般に

偏波依存性が非常に強いことが知られ

ています．偏波依存性は導波路を伝搬

する光の速さで表すことができますが，

例えば，コア断面が460×200 nmのシ

リコン細線導波路を，波長1 550 nm

の光の位相が進行する速さ（位相速

度）は，基板に平行な偏波（TE偏

波）では真空中の光速の44％，基板

に垂直な偏波（TM偏波）では62％

と大幅に異なります．また，光の透過

損失や偏向部における損失にも偏波依

存性があります．

このように光導波路の伝搬特性に偏

波依存性があれば，これを用いて構成

される光回路の特性も偏波依存性を持

ちます．例えば，シリコン細線導波路

を用いたもっとも簡単な波長フィルタ

として，リング共振器があります．シリ

コン細線導波路で構成した半径10μm

のリング共振器型波長フィルタの透過

特性を図３に示します．このフィルタ

はTE偏波では非常に良い波長フィル

タ特性を示しますが，TM偏波ではほ

とんど動作せず，このままでは通信用

デバイスとしては使用できません．

偏波依存性は光導波路の断面構造

を上下左右に対称，すなわち正方形の

コアを用いれば，ある程度小さくする

ことができますが，現実的な解ではな

いことが判明しています．近年の数十

波の波長分割多重（WDM: Wave-

length Division Multiplexing）通

信システム用の波長フィルタでは，

TE/TM両偏波の速度差を0.01％以

下に一致させる必要がありますが，そ

のためには，コア形状を0.1 nm（１千

万分の１ミリメートル）で制御する必

要があります．ところが，現在の高精

度なシリコン加工技術をもってしても，

このような微細加工は不可能です．

そこで，我々は導波路そのものの偏

波依存性をなくすのではなく，無線に

おける偏波ダイバーシチと同様な，光偏

波ダイバーシチ回路を提案し，シリコン

細線導波路で構成することにしました．

偏波ダイバーシチによる光回路の

偏波無依存化

我々が提案した光ダイバーシチ回路

の構成を図４に示します（2）．この偏波

ダイバーシチ回路は，偏波分離素子お

よび偏波回転素子から構成されており，

また，機能素子の例としてリング共振

器波長フィルタを想定しています．

図４左側の入力ポートから入射され

た光は，偏波分離素子でTE偏波と

TM偏波に分離されます．TE偏波の

光はそのままリング共振器に導かれ，

所望の波長のみがリングを通過します．

TM偏波の光は，偏波回転素子により

TE偏波に変換され，元のTE偏波光と

は逆方向からリング共振器に導かれま

す．TE偏波に変換されているので，こ

の光もリング共振器で波長選択されま

すが，その出力方向は，元のTE偏波

光と逆方向なので，干渉などを起こし

ません．しかしながら，最後にこれら

２つのTE偏波光を１本の導波路にま

とめる際，そのままでは干渉してしま

います．そこで，一方の光を偏波回転

図３　シリコン細線導波路型リング共振器波長フィルタとその透過特性 
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図４　偏波ダイバーシチ回路の構成と動作原理 
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素子で再度TM偏波に戻し，そして偏

波分離素子を逆方向に用いて，これら

２つの出力光を１本の導波路に合成し

ます．この偏波ダイバーシチでは，

TE/TM両偏波に対して，同一の機能

素子を利用するため，素子の特性ばら

つきを考慮する必要がないという，非

常に優れたメリットがあります．

このような偏波ダイバーシチ回路の

実現には，シリコン細線導波路を用い

た偏波分離素子や偏波回転素子が必

要となりますが，我々は独自の高精度

ナノ加工技術と薄膜形成技術を用い，

これらの偏波制御素子を実現しました．

我々が独自に提案した，偏波分離

素子の走査型電子顕微鏡（SEM）写

真を図５（a）に示します（3）．構造は長さ

10μm程度の極微小な方向性結合器

です．入力ポートから入射された光の

うちTM偏波は隣接する導波路に乗り

移るのに対し，TE偏波は入射した導

波路をそのまま進行し，偏波分離され

ます．この偏波分離素子の入力光の

偏波をTE→TM→TE……と連続的に

変化させた場合の各出力ポートの光強

度を図５（b）に示します．入力偏波に

応じて，出力ポートの強度が逆転して

おり，TEとTM偏波がそれぞれ異なる

ポートに出力されていることが分かり

ます（3）．

さらに，我々が独自に提案した，偏

波回転素子の構造図を図６（a）に示し

ます（4）．この素子の中央部は，200

nm角の極細いシリコンコアと，その周

囲に中心軸をずらして配置した840

nm角の酸窒化シリコン製の第２コア

からなる非対称二重コア構造になって

います．この非対称な導波路構造によ

り，光の偏波を回転させることができ

ます．長さ35μmのこの二重コア構造

にTM偏波の光を導入したときの出力

光のパワースペクトルを図６（b）に示し

ます．入力がTM偏波であったにもか

かわらず，出力はTE偏波が主成分に

なっており，TM偏波はTE偏波の10

分の１以下になっています（4）．すなわ

ち入力のTM偏波がTE偏波に変換さ

れたことが分かります．
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図５　偏波分離素子 

（a）　SEM写真 

（b）　２段カスケード構成時の偏波分離特性 
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図６　偏波回転素子 
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（b）　TM偏波入力時の出力スペクトル 
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これらの偏波分離素子や偏波回転

素子を組み合わせて，実際に製作した

偏波ダイバーシチ回路のSEM写真を

図７（a）に示します（2）．中央部には図３

と同じリング共振器が配置されており，

その周辺に図４と同じ構成で偏波分離

素子と偏波回転素子が配置されていま

す．この偏波ダイバーシチ回路付きリ

ング共振器波長フィルタの透過特性を

図７（b）に示します．図３と同じリン

グ共振器を用いているにもかかわらず，

TE/TMの両偏波で良好な波長フィル

タ動作が確認され，偏波無依存化が

実現できていることが分かります（2）．

ランダム偏波の10 Gbit/s変調光信

号を，リング共振器波長フィルタに入

力した場合の，出力信号アイパターン

を図８に示します．偏波ダイバーシチ

を行わないと，主力信号は乱れてしま

いますが，ダイバーシチ回路の導入に

より明瞭な信号が得られました（2）．

今後の展望

偏波依存性は極微小シリコン光回路

の実用展開に向けた課題の１つでした

が，今回紹介した偏波ダイバーシチ技

術が，その解決方法になり得ることが

確認されました．今後は，この偏波ダ

イバーシチ技術のブラッシュアップを進

めるとともに，光デバイスの構造や特

性に適した偏波無依存化方法について

も検討を進め，極微小シリコン光回路

をプラットフォームとした，超小型，

低消費電力，光・電子融合化通信モ

ジュールの実現に寄与していきたいと

考えています．
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図７　リング共振器用偏波ダイバーシチ回路 

（a）　SEM写真 

（b）　透過特性スペクトルの偏波依存性 
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図８　ランダム偏波の10 Gbit/sデータ入力時の 
　　　　　  リング共振器波長フィルタの出力アイパターン 
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シリコンフォトニクスは超小型で高集積
な光・電子融合プラットフォームを目指した，
非常にポテンシャルの高い技術です．克服
すべき課題は残っていますが，課題を１つ
ずつ確実に解決していくことにより，将来の
ネットワークシステムの基盤的ハードウェ
ア技術として完成させたいと考えています．
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