
光通信の消費エネルギー

近年，インターネットの普及に伴い

文字情報だけではなく，音声画像デー

タの非常に膨大なデータがやり取りさ

れるようになり，通信トラフィック量

の増加が著しくなっています．この増

加に対応するように波長分割多重

（ WDM: Wavelength Division

Multiplexing）伝送方式が導入され

１本の光ファイバで複数の波長チャネ

ルを多重伝送することで伝送容量が飛

躍的に拡大されました．今後，FTTH

（Fiber To The Home）とともに，

地上デジタル放送のIP再送信等のIP

系画像サービスがより普及すると，基

幹系だけでなく下位のネットワークも

WDM化されると予想されます．その

際，ノードが処理すべきトラフィック

量はさらに大幅に増加します．この増

加に対応するために，RO A DM

（ Reconfigurable Optical Add/

Drop Multiplexing） あ る い は，

OXC（Optical Cross Connect）と

呼ばれているネットワークのノード形態

が普及し始めています（1）．そこでは，

光信号の行き先を切り替えるための多

数の光スイッチが必要となります．

さらに近年では，トラフィック量の

急激な増加とともに，ノードで用いら

れる機器の消費エネルギーも増加の一

途をたどり，問題になりつつあります．

今後，インターネットの成長は，多重

伝送に用いる帯域に余裕があったとし

ても，消費エネルギーによって制限さ

れるようになるともいわれているほどで

す（2）．また，光通信で消費される電

力を生成する際に発生する二酸化炭素

量は，現在でも世界中の航空機が排

出する二酸化炭素量を上回るといわれ

ており，トラフィック量増加は社会全

体が現在取り組んでいる環境問題に直

接結びつきます．つまり，さらなる大

容量化・経済化が可能なだけでなく，

さらに消費エネルギーの小さい“エコ”

な光スイッチの開発が急務となってい

ます．

PLC光スイッチ

■動作原理

プレーナ光波回路（PLC: Planar

Lightwave Circuit）とは光導波路

からなる光回路の総称で，電気のICと

同様に基板表面上に薄膜形成，フォ

トリソグラフィ，ドライエッチング等の

技術を用いて形成されます．我々はこ

れまで基板にはシリコン，導波路には

石英ガラスを採用したPLCデバイスの

研究を進めています．光スイッチはそ

の中の重要な研究項目の１つです．

PLC光スイッチは，すでにノードに適

応され，ネットワークの低コスト化，

大容量化，低消費電力化に貢献して

います．石英からなるPLCの特徴は，

低損失な光ファイバと同じ材料からな

り，さらに導波路の断面寸法も光ファ

イバのコアと同じミクロンオーダである

ため光ファイバと低損失な接続が可能

である点にあります．

これまで開発を行ってきた光スイッ

チは，図１に示すマッハツェンダ

（MZ: Mach-Zehnder）干渉計を基

本素子として採用しています．同干渉

計では，入力光を前段の結合器で２分

岐し（比率50：50），後段の結合器

で再度合流させ２つの光を干渉させま

す．非駆動時には50％の結合器が２

段なので100％の光が出力ポート１か

ら出力されます．途中にある薄膜ヒー

タを駆動し一方の導波路を加熱する

と，加熱された部分の屈折率が変化し

ます．加熱された個所での光の伝搬速

度が低下し後段の結合器での合流の

際，２つの光の位相がずれ，出力ポー

ト２から出力されます．これがMZ干

渉計型スイッチ素子の動作原理です．

また，薄膜ヒータに電力を供給開始
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してから出力が切り替わるまでの時間

はわずか３ミリ秒程度です．この構造

は，可動部分が一切ない構造なので，

外部からの振動や衝撃により出力特性

が変動することもなく，安定動作が得

られます．石英という材料は，非常に

安定な材料であり，皆様がよく目にす

るガラス窓や石と同じ成分ですので，

数十年にわたり，特性を劣化させるこ

となく，長期の運用ができる非常に信

頼性の高い光スイッチが得られます．

■従来の低消費電力化方法

これまでは，薄膜ヒータ周辺の構造

を工夫することで，低消費電力化を実

現しています．図２は図１の薄膜ヒー

タ周辺のみを示しています．図２（a）

に示すように，薄膜ヒータ近傍に断熱

溝を形成し水平方向への熱の流出を防

止することで消費電力の低減を図って

います．設計にもよりますが通常１素

子当りの電力は100 mW，研究レベル

ですと30 mWと非常に少なくなってい

ます（3），（4）．さらに，構造の工夫を進

め図２（b）に示すように薄膜ヒータの

下方にあるシリコン基板の一部を除去

し，導波路を橋のように，部分的に両

端で支える構造を作製することで，基

板垂直方向への熱の流失をも抑制し，

11 mWとさらなる低消費電力化を実

現しています（4）．この値は，計算によ

り予想される最小電力に近い値となっ

ています．言い換えると，石英からな

る光スイッチの低消費電力化の限界に

達しつつあり，石英材料だけを用いて

いる場合，構造上の工夫のみではこれ

以上消費電力を下げることが難しく

なってきていました．

シリコンフォトニクス

シリコンは電子デバイスとしては理

想的な半導体です．この材料を光導

波路として採用しているのがシリコン

フォトニクスで，PLCの一種といえ

ます．電子デバイスと集積すること

が容易なため近年盛んに研究されて

います（5），（6）．

表は，石英からなるPLCとシリコン

フォトニクスの特性を典型的な場合に

ついて比較しています．導波路の断面

寸法は，サブミクロン（１μm以下）

です．シリコンフォトニクスの１つの特

徴は，屈折率の高さにあります．シリ

コンの屈折率（3.4）は，石英の屈折

率（1.45）に比べて高く，光を導波

路内に強く閉じ込めることが可能とな

り，小さな半径で光を曲げることがで

きます．そのため，石英からなるPLC

に比べて，同じ光回路が数百分の１と

いうサイズで作製することが可能です．

図１　MZ干渉計型PLC光スイッチ素子 
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図２　従来の低消費電力化構造 
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また，ここで注目すべき特性は，熱

光学係数（単位温度変化当りの屈折

率変化量）で，石英に比べて18倍高

いという特徴を持っています．つまり，

シリコンは石英に比べて，ほんの少し

加熱するだけで，スイッチ動作に必要

な屈折率変化が得られることを意味し

ます．

シリコン－石英ハイブリッド構造

熱光学係数の大きさに着目すればシ

リコンフォトニクスを用いて光スイッチ

を実現すれば，消費電力を下げられる

と考えられます．そこで我々は，石英

からなるPLC光スイッチの機能が必要

な部分のみに，シリコンフォトニクス

を埋め込め込んだシリコン―石英ハイ

ブリッド構造を開発することでより低

消費電力光スイッチの開発を試みてい

ます．ハイブリッド化することで，す

べてをシリコンフォトニクスで作製する

よりも，すでに実用化されネットワー

クの大容量化に貢献している石英PLC

の長所である，安定した製造，低損失

な光ファイバ接続，高い信頼性を維持

したまま，実用的で低消費電力の光ス

イッチを実現することができます．

今回作製した超低消費電力シリコ

ン─石英ハイブリッド構造のPLC光ス

イッチの構成要素であるＭＺ干渉計の

構成図を図３に示します．内部の図

は，薄膜ヒータの下にある導波路部分

を拡大した図です．石英からなる導波

路の中央にテーパ構造を両端に持つシ

リコンからなる導波路を埋め込んだ構

造です．このテーパ構造は，徐々に伝

搬する光のスポットサイズを変換する

機能があり，石英導波路とシリコン導

波路を低損失に接続する役割があり

ます．

次に，作製したPLC光スイッチのス

イッチング特性を図４（a）に示します．

比較のため，シリコン導波路以外は，

全く同じ構造を持つ従来の石英だけで

できている光スイッチの特性も示して

います．従来構造では，スイッチング

に必要な消費電力（ON-OFF間の消

費電力）は11 mWとなっています．一

方，新たに提案するシリコン―石英ハ

イブリッド構造では，わずかに0.6 mW

の消費電力を達成しています．この値

は，熱光学効果を用いた光スイッチと

しては世界最小電力を達成していて，

従来構造の18分の１という超低消費

電力化を実現しています．また，今回

示した従来構造と新構造の消費電力

の比は，シリコンと石英の熱光学効果

係数の比（１：18）に対応し，これ

までの石英PLCの限界を大幅に塗り替

え，埋め込んだシリコンの材料特性を

石英のPLCに取り込めたことを示して

います．

さらに本スイッチの応答時間の測定

結果を示します．印加した電圧パルス

と光出力を図４（b）に示しています．
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図３　シリコン─石英ハイブリッドPLC光スイッチ 
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表　石英PLCとシリコンフォトニクスの特性

特　性

屈折率

導波路断面寸法（μm）

ファイバ接続損失

最小曲げ半径（mm）

熱光学係数（/℃）

石英PLC シリコンフォトニクス

1.45

５×５

小さい

１

１× 10－6

3.4

0.5 × 0.2

大きい

0.005

18 × 10－6
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スイッチの出力ポートが切り替わるま

での時間は，3.6ミリ秒で，従来から

あるPLC光スイッチと同等であること

を確認しています．この応答速度は，

ROADMあるいは，OXC内で用いる

光スイッチとして十分な速度です．

今後の展開

今回開発したシリコン―石英ハイブ

リッドPLC光スイッチは，光路を自由

自在に切り替える機能を担う光スイッ

チとして，飛躍的な低消費電力化を可

能にしています．これはシリコンフォト

ニクスと石英からなるPLCとの融合に

よってなされた初めての成果です．今

後，シリコンフォトニクスと石英PLC

との融合により，互いの長所を取り入

れ拡張される機能はもっと増えると考

えられます．近い将来，さらなる通信

容量の増大だけではなく，環境問題解

決にも貢献できるようシリコンフォト

ニクスと石英PLCの境界分野の研究開

発を進めていきます．
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新世代の光通信システムを築くため，今
まで以上に経済的でかつ高機能なPLC光部
品の研究を進めていきます．
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図４　スイッチング特性と応答時間特性 
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（a）　スイッチング特性 （b）　応答時間特性 


