
波長ルーティング

複数の異なる波長の信号光を１本

の光ファイバで伝送する波長多重

（WDM: Wavelength Division Mul-

tiplexing）通信方式により，通信容

量は飛躍的に増大しました．異なる波

長の光は互いに干渉することがないた

め，アレイ導波路回折格子（AWG:

Arrayed Waveguide Grating）など

を用いることにより，容易に分離する

ことが可能です．

NTTフォトニクス研究所では将来の

WDMネットワークに向けて，波長自

体を行先情報として伝送路を動的に選

択する波長ルーティングの研究が行わ

れています．波長に情報を持たせ高速

に切替が可能となれば，伝送データを

削減できることに加えて，電気の帯域

や遅延に影響されない光スイッチング

も可能となります．

このような動的に波長を切り替える

システムにおいては，波長を高速かつ

正確に変化させることができる光源が

必要となります．

波長可変レーザ

図１は種々の波長可変レーザの模式

図ですが，大別してハイブリッド（外

部共振器）型とモノリシック型＊１に分

けることができます．

ハイブリッド型は，利得を得る半導

体の領域とは別に波長を選択する領域

があり，外部共振器型とも呼ばれてい

ます．外部のフィルタや反射器の中心

波長を何らかの方法で変化させること

により波長を制御します．速度は外部

フィルタなどの変化速度に依存します．

一方，モノリシック型では半導体中

に波長選択をする回折格子などの構造

を備えており，半導体の屈折率を変え

て，波長を変化させることが可能です．

半導体の屈折率は温度によって変化し

ますが，温度はペルチェ素子＊２により

安定的に制御することができるため，

波長可変分布帰還型（DFB: Dis-

tributed FeedBack）レーザアレイ（1）

のように安定性の高い波長可変レーザ

を実現することができます．しかしな

がら，温度による屈折率変化は比較的

遅く高速動作は困難です．

また，電流注入によるキャリア効果

によっても屈折率変化を生じさせるこ

とができます．この現象は高速である

ことが知られており，分布ブラッグ反

射型（DBR: Distributed Bragg Re-
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高速波長可変分布活性DFBレーザの開発

（a）　ハイブリッド（外部共振器）型 （b）　モノリシック型 

SOA: Semiconductor Optical Amplifier 
PLC: Plabar Lightwave Circuit

SOA

図１　種々の波長可変レーザ 
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発振波長を高速かつ正確に変化させることができる波長可変レーザは，将
来の波長ルーティングネットワークなどの光源として期待されています．本
稿では高速波長切替が可能で，かつ連続に波長が変化するため制御性が高い
分布活性DFBレーザの実験結果，および精密な波長制御の方法について解説
します．
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＊1 モノリシック型：単一の半導体基板上に複
数の要素を一体的に構成した形態のこと．

＊2 ペルチェ素子：異なる種類の金属あるいは
半導体を接合して電流を流したときに接合
部において，ジュール熱以外に熱の発生ま
たは吸熱が起こる現象（ペルチェ効果）を
利用した冷却素子のこと．
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flector）レーザなどで使われています．

しかしながらDBRレーザでは，共振器

内で利得を生じさせる領域とDBRによ

る反射領域が分かれているため，反射

ピーク波長の変化と位相の変化が一致

しません．そのため，位相を調整する

領域が別に必要となり，複数の領域を

同時に制御する必要があります．さら

に，波長切替動作中や経年変化によ

り意図しない波長跳び（モードホッ

プ）が起きる可能性があるため，フィー

ドバック制御が困難です．

高速かつ正確な波長切替を実現す

るための波長可変レーザには，電流注

入によるキャリア効果を利用し，かつ

一端子の制御でモードホップなく連続

に波長が変わることが必要です．

波長可変分布活性DFBレーザ

図２に示す波長可変分布活性（TDA:

Tunable Distributed Amplification）-

DFBレーザ（2）は，利得を生じる活性

層と波長を制御する制御層とが，共振

方向に沿って交互に繰り返される構造

になっており，DFB型とDBR型の中

間ともいえます．共振器の中ほどに位

置するλ/４位相シフトを挟み，領域

１と領域２で活性層と制御層の繰り

返し周期を変化させていますが，活性

層と制御層の割合は共振器全体にわ

たり一定です．また，同じ層どうしの

電極はチップ上で接続されているため，

単一の制御電極により波長を制御する

ことができます．

図３では，制御電極に電流を注入

していった場合のTDA-DFBレーザの

動作を説明しています．電流注入前に

は活性層と制御層の屈折率が等しく，

領域１と領域２の反射ピークが一致し

ています．また，λ/４位相シフトに

より位相条件も満たされ，反射ピーク

波長で発振動作を得ることができます．

制御電流を増加させると制御層の屈折

活性層 

制御層 

図２　TDA-DFB レーザの断面模式図 
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図３　制御電流注入時のモード変化 
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率が低下するため，反射ピークと共振

モードが共に短波長側に移動します．

前述したように，活性層と制御層の比

率を共振器全体にわたって一定として

いるため，平均的なブラッグ波長の変

化と，共振器長により決まる共振モー

ド（位相）の変化が一致し，モード

ホップなく連続した波長変化を実現す

ることができます．

一方，制御層への電流注入により

制御層の屈折率が低下し，制御層と

活性層の屈折率差が大きくなると，次

第に反射スペクトル上に主反射ピーク

のほかに繰り返し周期の逆数に比例す

る間隔で副反射ピークが発生してきま

す．しかしながら，繰り返し周期が異

なる非対称構造を導入することにより

重なりが抑えられ，副モードの発生を

抑制することができ，連続波長可変幅

を広げることができます．

図４は作製した非対称TDA-DFB

レーザアレイチップの写真です．１つ

のTDA-DFBレーザは，７～８nmの

連続波長変化が可能です．光通信で

使われるC帯と呼ばれる35～40 nmの

範囲をカバーするために，TDA-DFB

レーザ６素子と多モード光干渉（MMI:

Multi-Mode Interference）合波器，

半導体光増幅器（SOA: Semicon-

ductor Optical Amplifier）をモノ

リシック集積しています．図５はTDA-

DFBレーザモジュールの制御電圧の変

化に対する波長変化のグラフです．各

LD（Laser Diode）の回折格子の周

期を変えることで波長範囲をずらし，

合計40 nm以上の範囲の発振光を得

ることができます．C帯よりもわずかに

長波長側にずれてしまっていますが，

今後，回折格子周期を最適化するこ

とでC帯全域での動作を得ることが可

能です．

チャネル切替動作

チャネル切替時の周波数変化につい

て図６を用いて説明します．電流注入

型の波長可変レーザにおいては，キャ

リア（電子）の効果により数ナノ秒で

周波数（波長）が変化します．しか

し，同時に発熱量の変化により温度変

化も生じるために，比較的ゆっくりと

した波長変動（熱ドリフト）が引き起

こされます．キャリア効果と熱効果に

よる屈折率変動は逆向きのため，図６
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図４　TDA-DFB レーザアレイチップ 
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図５　発振波長と制御電圧の関係 
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に示すような周波数変化が観測される

ことになります．TDA-DFBレーザの

ようなモードホップのない波長可変

レーザでは，熱ドリフトの間も連続的

に波長が変わるため，制御が容易であ

ることや波長誤差の予測が可能である

という利点があります．

チャネル切替時間を周波数許容範囲

内に入るまでの時間とすると，より高

速な切替を実現するためには，熱量の

変化を極力抑えて熱ドリフトを抑制す

ることが重要になります（3）．TDA-DFB

レーザアレイでは，並列に配置した各

LDの制御層を発熱源として用い，動

作中のLDの制御電流の増減に応じて，

隣接LDの制御電流を逆向きに変化さ

せることで，チップ全体の発熱量が変

化しないように制御することができます．

図７はチャネル切替時の波長（周波

数）の軌跡を観測するための測定系で

す．同一のLDを使ったチャネル切替

では，活性層電流を固定し，制御電

流を100 msごとに切り替えました．波

長可変フィルタの透過波長を変化させ

ながら，強度の時間変化を繰り返し取

得し，データを合成することで，ピー

ク波長の軌跡を得ることができます．

図８（a）は同一LD内のチャネル切替

の結果です．熱補償動作では，制御電

流を増加させた際に，隣接するLDの

制御電流を減少させています．熱補償

がない場合には設定周波数の１GHz以

内に入るまでの時間は３msでしたが，

熱補償動作を行うことにより0.2 ms以

下まで短縮することができました．

図８（b）は，異なるLDの間でチャネ

ル切替を行った場合の結果です．熱補

償動作では，活性層電流はLD間で切

り替えるものの制御電流を流し続ける

ことで熱量が一定になるようにしまし

た．これによりチャネル切替時間は0.3

ms程度に短縮できました．しかしなが
図６　チャネル切替と効果の説明 

許容範囲 

t

制御電流増加 周波数 
キャリア効果（～ns） 

キャリア増加 

屈折率低下 

短波長化 
（高周波数化） 

発熱量増加 

屈折率上昇 

長波長化 
（低周波数化） 

熱ドリフト（μs-ms） 
Ch2

Ch1

チャネル切替時間 
速い効果 遅い効果 

 
 

 

 

図７　時間分解スペクトルの測定系 
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ら，異なるLD間のチャネル切替では，

チップ全体の電流量が変化しないよう

に制御したとしても，大きな活性層電

流を切り替える必要があり，局所的に

は大きな熱量の変化が生じてしまいま

す．この影響を抑えるために，あらか

じめ次に動作するLDの制御電流を大

きく流し局所加熱を行う方法を試みま

した．これにより局所的な熱の変動も

抑えることができ，時間分解能40μs

の範囲内で熱ドリフトを１GHz以下に

抑制することができました．

今後の取り組み

本稿では将来のWDMネットワーク

への適用が期待されている高速波長可

変レーザの現状について紹介しました．

今後，さらに高速で正確な波長切替が

可能な素子構造や制御方法の研究を

進めていきます．
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図８　切替直後の周波数誤差の時間変化 
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