
光電気融合集積の必要性

昨今，家庭内やオフィス内にブロー

ドバンド光ネットワークが導入され，動

画をはじめとする大容量コンテンツが

やり取りされるようになってきました

が，さらに光サービスを普及，発展さ

せるためには，通信ネットワークの高

速化，低消費電力化とともにサービス

の低価格化が必要です．このため，光

通信用の各種デバイスに高性能化と低

コスト化が求められています．

電子デバイスの代表であるシリコン

LSIで行われてきたように，光通信デ

バイスにおいてもさまざまな機能を持っ

た素子を同じチップ上に高密度，高集

積することができれば高性能化と低価

格化を同時に実現できると考えられま

す．しかし従来の光学素子は機能に

よって材料が異なることもあり，単体

モジュールがベースで，その集積には

限界がありました．また，光素子と電

子回路とは材料，サイズ，製造工程等

が異なり光と電気のモノリシック集積

は困難でした．シリコンLSIプロセスと

互換性がある材料，サイズでの光素子

開発を前提としているシリコンフォト

ニクスでは，光素子だけではなく電子

デバイスが同じシリコン基板上にモノ

リシック集積可能であり，光・電気融

合集積とシリコン量産製造技術により

高性能なデバイスを安く提供できると

期待されています（1）．しかし，光と電

気の融合オンチップ集積化は研究が始

まったばかりで，解決すべき多くの課

題があるのが実情です．本稿では我々

が光・電気融合集積化に向けて開発

した，シリコン導波路とPIN（P -

Intrinsic-N）ダイオードを組み合わ

せた光強度変調素子とシリコン導波路

と結合させたゲルマニウム受光素子，

そしてその２つの素子の集積デバイス

を例に，シリコン基板上への光素子モ

ノリシック集積技術の現状について紹

介します．

PINダイオード構造付きシリコン

細線導波路による可変光減衰器

光通信では光強度を変化させるデバ

イスが必要です．シリコン半導体を光

導波路コアに用いると，ダイオード構

造を導波路内に組み込むことができる

ため，コアに電流を流して光の強度を

変化させる光変調デバイスが実現でき

ます．

PINダイオード構造を付加したシリ

コン細線導波路からなる可変光減衰器

（VOA）を図１に示します（2）．導波

路は，コア断面サイズ600 nm×200

nm，スラブ厚み100 nmの極微小リブ

型構造をしており，コア両脇のスラブ

領域には不純物を注入してp型とn型

の半導体領域が設けられています．こ

の構造は，シリコン極微細光導波路用

のナノ加工技術とLSI製造で使われて

いるイオン注入，不純物拡散技術を組

み合わせることで実現しました（3）．こ

の横型PINダイオードに順バイアス電

圧を印加するとi層であるコアにキャリ

ア（電子，正孔）が注入され，その自

由キャリアが光を吸収することによっ

て光の減衰が得られます．

VOAに注入する電流量を変化させ

たときのVOA出口で測定された波長
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光電気融合に向けた極微小シリコン光デバイスと
集積技術

図１　シリコン細線導波路型 
　　　可変光減衰器 
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電極 シリコン細線導波路 
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（a）　PINダイオード構造付きシリコン細線導波路 

（b）　光学顕微鏡写真 

n＋ 

シリコンフォトニクスは通信用光デバイスの小型化とともに光・電気デバ
イス融合集積による高性能化，低コスト化が期待されています．本稿では，
光電気融合に向けて開発したシリコン細線導波路型可変光減衰器とゲルマニ
ウム受光器のモノリシック集積作製を例に，シリコンフォトニクスデバイス
集積技術の現状について紹介します．
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スペクトルを図２に示します．注入電

流を増加させていくと光強度が減衰し

ており，30 dB減衰の範囲で光強度を

制御できていることが分かります．ま

たスペクトルは波長によらず平坦で，

広い波長範囲で一定の光減衰が得ら

れることがこのVOAの特徴です．

シリコン細線導波路型のVOAはコ

アサイズが小さく，短い時間でコアへ

のキャリア注入および除去ができるた

め高速動作することも特徴です．15ナ

ノ秒幅の矩形電気信号を与えた場合

の光応答を図３に示しますが，VOA

はナノ秒オーダーの応答時間が実現さ

れています．このようにシリコン細線

導波路にPINダイオード構造を付加す

ることにより，容易に伝搬光の強度

を高速で変化させることができます．

シリコン細線導波路によるMach -

Zehnder型干渉計やリング共振器に

PIN構造を組み込むことで１GHz以上

の速度で動作する光変調器も実現さ

れています．

シリコン導波路結合ゲルマニウム

受光器

光信号を電気信号に変換するために

は受光器が欠かせません．現状の光通

信システムでは化合物半導体からつく

られた受光器が使われていますが，シ

リコンフォトニクスではゲルマニウムに

よる受光器が有望と考えられています．

それはゲルマニウムがシリコンと親和性

が高く，シリコン導波路コア上にモノ

リシックに形成できるため，多チャネ

ル化においても小型・低コスト集積が

期待できるためです．

シリコン細線導波路と結合するゲル

マニウム受光器の実現のため，まず東

京大学と共同で，シリコン細線導波路

に接続したシリコン面上に，数μm×

数十μmの微小なゲルマニウムを選択

的に成長させるプロセスを開発しまし

た．シリコンコア上に形成したゲルマ

ニウム膜の電子顕微鏡（SEM）写真

を図４に示しますが，欠陥の少ないゲ

ルマニウム膜が導波路終端に選択的

に形成できることが確認されました．

続いてゲルマニウムの上部と下部にイ

オンを注入することによりp型領域とn

型領域を形成し，縦型のPIN構造を

有するゲルマニウム受光器を実現しま

した（4）．

ゲルマニウムの屈折率は４でシリコ

ンの屈折率3.5よりも高いためシリコン

コアを伝搬してくる光はゲルマニウム

に吸い上げられゲルマニウム内でキャ

リアを発生させます．それを集めて光

電流として取り出します．シリコン導

波路に接続したゲルマニウム受光器の

特性を評価した結果を図５に示しま

す．下の曲線は光がないとき，上の曲

線は導波路に光を入射したときの電流

電圧特性で，逆電圧をかけたときの電

流が受光電流になります．光のないと

きの電流，すなわち暗電流は－1Vにお

いて60 nAと十分小さい値が得られま

した．光を入射すると受光電流は大き

く増加しており，受光器の感度として

0.8 A/Wの良好な値が得られました．

また，動作速度についてもこの受光器

は１GHz以上で動作することが確認さ
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れています．

光減衰器と受光器のモノリシック

集積デバイス

開発したシリコン光変調器とゲルマ

ニウム受光器とのモノリシック集積も

実現しました（5）．２つの素子をモノリ

シックに集積化するためには，各素子

の作製プロセスが相互に干渉しないこ

とが重要です．作製プロセスの流れを

図６に示しますが，素子の作製には，

成膜，パターニング，エッチング，イ

ンプラ，洗浄，熱処理等の工程を通す

必要があり，基板はプラズマやイオン，

熱や薬品にさらされます．このため作

製順序によっては１つの素子作製工程

中に他の素子がダメージを受けてしま

います．各工程の特性と素子の耐性と

をよく考慮し両方の素子に影響を与え

ないような工程順序を取ることによっ

てシリコン変調素子とゲルマニウム受光

器のモノリシック集積を実現しました．

作製した集積デバイスの光学顕微鏡

写真を図７に示します．シリコンVOA

とゲルマニウム受光器との間に２分岐

素子を配置し，デバイス評価のため光

をチップの外にも取り出せる構成にし

ています．図８はシリコン光減衰器で

変調した光をシリコン導波路と結合し

たゲルマニウム受光器で検出する評価

をした結果を示しています．受光器の

光電流とVOAの光パワーの変化の良

い一致が得られています．これはキャ

リアの注入によるVOAでの光強度減衰

をゲルマニウム受光器が正しく検出し

ていることを示しており，モノリシック

に作製した両素子が連携して良好に動

作していることが確認されました．

光波長多重通信に適用するためには

素子の多チャネル集積が必要ですが，

シリコンフォトニクスデバイスは小型で

あり一体形成できるため多チャネル用

に素子を複数集積することは容易です．

シリコン可変光減衰器とゲルマニウム

受光器集積素子を８つアレイ状に集積

したチップの光学顕微鏡写真と各ゲル

マニウム受光器の暗電流と感度を評価

した結果を図９に示します．８つの受

光器でほぼ均一の特性が得られており，

一体形成により多チャネル集積ができ

ることが実証されました．さらに，40

チャネル用のVOAと受光器を４mm×

12 mmの小さい領域に集積したデバイ

スの作製にも成功しています．
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図７　集積デバイスの光学 
　　　顕微鏡写真 
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図５　ゲルマニウム受光器の 
　　　電流電圧特性 
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お わ り に

シリコンフォトニクスのここ数年の

急速な進展により基本光素子は実用

レベルのものが提供されるようになり，

その集積化にもめどがみえてきました．

しかしシリコンフォトニクスの特長が

もっとも生きる光と電気の融合集積は

まだ研究開発が始まったばかりであり，

その実現には多くの課題が山積してい

ます．今後は，通信ネットワークの高

性能化，低コスト化に貢献するため，

シリコンべースの光・電気融合化に注

力していく予定です．
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図８　シリコンVOAとゲルマニウム受光器の連携動作 

（mA） 
1 －15

－20

－25

－30

－35

0.1

0.01

VOAへの注入電流 

（mA） 

（dBm） 

光
電
流 

光
パ
ワ
ー 

0 10 20 30 40 50

Ge受光器 
の光電流 

光パワー 

1 560 nm

図９　８チャネル集積デバイス 

（A/W） 

1

150

100

50

0

0.5

0

チャネル番号 

（nA） 

感
　
度 

暗
電
流 

1 2 3 4 5 6 ７ 8

1 560 nm

1 2 3 4 5 6 ７ 8

１mm

（a）　光学顕微鏡写真 

（b）　特性 

（左から）山田 浩治/ 板橋 聖一/

土澤 泰/ 渡辺 俊文/

篠島 弘幸/ 西　 英隆

シリコンフォトニクスは高度な加工技術
を必要とします．加工技術のさらなる改良
と集積技術開発を進め，シリコンベースの
高性能で経済的な通信用光デバイスの実現
に貢献していきたいと考えています．
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