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柔軟かつ経済的なネットワークを実現する光ノードおよびスイッチ技術

WSSとは

WSS （Wavelength Selective

Switch）の基本機能を図１に示しま

す．入力されたWDM（Wavelength

Division Multiplexing）信号を，波

長ごとに異なる出力ポートに接続する

ポートスイッチ機能と，波長ごとに透

過光パワーレベルを調整するアッテ

ネーション機能がメインとなり，ハード

ウェア構成としては，光学モジュール

と制御モジュールに分かれます．WSS

は入出力ポートが多いことから，１つ

の部品で一括して波長合分波できるバ

ルク型の回折格子が使用されます．ま

た，アクティブ素子としては，入射さ

れた光ビームの反射方向を変えること

ができる空間光変調素子が使用され，

MEMS（Micro Electro Mechanical

Systems）ミラー（1）とLCOS（Liquid

Crystal on Silicon）が代表例です．

波長とポートの組合せごとにビームの

経路は異なるため，WSS光学モジュー

ルの内部は，まさにビームが飛び交っ

ています．そのすべての経路に対して

低損失かつ安定でなければならず，適

切なアッテネーションを実現するため

のビーム経路設計や空間光変調素子

の駆動制御設計も重要です．制御モ

ジュールでは，スイッチ素子（空間光

変調素子）の駆動制御に加えて，モ

ジュールの故障や異常を検知して，上

位システムとの連携を行うため監視制

御やユーザインタフェースも必要とな

ります．

以下，WSSを実現する技術のポイ

ントを，光学設計，機構設計，制御

設計（電気監視制御）の観点から説

明します．

WSS技術のポイント

■光学設計

WSSの光学系は，回折格子によっ

て波長分離される波長面と，ポートが

配列するスイッチ面に分けて考えるこ

とができます．波長面設計は，ファイバ

端面とMEMSミラー（またはLCOS）

面をビームウエストとした共焦点光学

系が基本となります．波長ごとに空間

的に分離されるため，高分解能分光器

に近い構成です．広い透過帯域を実現

ROADMを高機能化するWSSモジュール技術

WSS（Wavelength Selective Switch）は，ROADM（Reconfigurable Optical
Add/Drop Multiplexer）の高機能化（CDC化）を実現するための鍵ですが，光
学・機構・制御の各技術分野を上手に連携・調和して設計しなければならな
い複合モジュール（サブシステム）です．本稿では，WSSを実現するための
技術のポイントを，光学，機構，制御の観点からそれぞれ説明します．
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するためには，MEMSミラー面での

ビーム径を小さくする必要があります

が，同時に焦点深度も浅くなってしま

うため，像面補正を目的としてメニス

カスレンズやプリズムなどを追加するこ

ともあります．

一方，スイッチ面の設計は，使用す

るスイッチ素子によって異なります．図

２は，MEMSミラーとLCOSの場合

で比較したものです．MEMSミラー

は，大きな回転角が得られる代わりに

ミラーサイズを大きくしにくいため，ス

イッチ面光学系をフロントエンドとバッ

クエンドに分け，MEMSミラーサイズ

に適合したビーム径をフロントエンド

で生成します．バックエンドは回折格

子を挟んで対称な等倍の共焦点光学系

をとることが一般的です．アッテネー

ションは，MEMSミラーをスイッチ面

と直交する方向（波長面）に回転さ

せることによって光軸をずらして行わ

れます．一方，LCOSはミリオーダー

の大きな反射面が得られる代わりに，

大きな回転角では回折損（過剰損）

が発生してしまうデバイスです．その

ため，LCOSを用いる場合には，ス

イッチ面はフロントエンドに相当する

2-f光学系＊のみで実現できます．構成

はシンプルに見えますが，波長面設計

と不可分であるために設計上の制約が

多く，また，LCOSが偏波依存デバイ

スであることから偏波ダイバーシティ構

成が必要となる等の難しさがあります．

これらのかたちをベースとし，スイッ

チ素子の特性（回転角，サイズ，損失

等）を考慮しながら，WSS性能仕様

（ポート数，帯域，損失，クロストー

ク，サイズ等）を満たす最適設計がな

されます．レンズや光学系の収差は，

損失や帯域の波長依存性やポート依存

性につながり，迷光の残存は透過リッ

プルやクロストークを劣化させます．こ

の収差と迷光が大きな課題です．また，

今後の多ポート化への展開では，ポー

ト配置を工夫する余地もあり，二次元

的にポートを配置した例なども提案さ

れています．一方，スイッチ素子には，

上記で挙げたMEMSミラーやLCOS以

外にも，DMD（Digital Micromir-

ror Device）や透過型液晶がありま

すが，LCOSとDMDは微小なピクセ

ル群から構成されたデバイスであり，

FlexGridへの対応に適しています．

■光学モジュール設計（実装，温

特，サイズ，安定性，振動）

光学モジュールは，レンズ，スイッ

チ素子等の光学部品，それらを高い位

置精度で保持する機構部品で構成さ

れます．

光学設計においては，シミュレーショ

ンで目的の特性が得られるように光学

部品の形状や位置を決定します．機構

設計は，その特性がモジュール・レベ

ルにおいて実現できるよう，各部品の

製造誤差や組み立て位置精度の検証

と，それを考慮した組み立て手順の設

計を併せて行います．さらに，WSSに

要求されている高い波長精度や安定な

透過特性を実現するために，最終的に

は，実際に光を通して特性を確認しな

がら部材位置を調整して固定する工程

設計も必要となります．

WSSは，理論的には波長軸とスイッ

チ軸の両方向に光路が広がる立体的

かつ体積を要する光学系で成り立って

います．しかしながら，実際のデバイ

スでは折り返しミラーを用いて光路を

コンパクトに折り畳み，小型となるよ

うに機構設計を行っています．光学系

の小型化は，モジュールサイズや重量

減のみならず，機械的強度を高めて，

環境依存が小さく安定した光学特性を

得るためにも重要です．図３は，NTT

が開発した１×９WSSの光学モジュー

ルの機構図です．熱膨張率の小さい合

金のブロックの上に，各光学部材を立

体的に配置することで，小型で強固な

モジュールが実現できます．

＊2-ｆ光学系：レンズの前焦点位置を物体面，後
焦点位置を像面とする光学系．ファイバアレイ
を物面上で光軸に平行に並べると，それらは像
面で交差するため，「位置」と「角度」を変換
する光学系ともいえます．

VOA
ポート 
切替 

ポート 

ファイバ 
コリメータ 

偏波分離 ポートレンズ 

LCOS

数mm

ポートレンズ 

フロントエンド 

MEMSミラー 

数百μm

特徴 
・MEMSミラーサイズに適合したビーム径をフロントエンドで生成できるため， 
　スイッチ部（フロントエンド）と分波部（バックエンド）を分離して設計可能 
・モジュール高さは回折格子（バックエンド）で決定 

特徴 
・位置・角度変換系（2-f）のみで構成できるが，波長面の設計と不可分 
　なため，設計上の制約が多い 

（a）　MEMSミラーの場合 

（b）　LCOSの場合 

図２　スイッチ面光学系の比較 
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WSSモジュールでは，以下の２つの

理由により，気密構造としています．

１つは，使用環境の気温や気圧に依存

して空気の屈折率が変化したときに，

回折格子の回折角度，すなわちWSS

のチャネル波長の変動が起こるためで

す．気密構造とすることで内部の空気

密度を一定とし，現在の高密度な

WDMシステムに対応できるレベルに

チャネル波長の変動を抑えています．

もう１つは，内部の湿度変化がMEMS

ミラーやLCOSといったスイッチ素子

の信頼性を損なうためです．気密構造

により内部を低湿度に保ってあげるこ

とで，装置が高湿度環境で使用されて

も通信用デバイスに要求される高い安

定性や信頼性を確保できるようになり

ます．

また，MEMSミラーを用いる場合

は，微小なミラーの共振による特性変

動や，破壊を防ぐためにゴムダンパー

等を用いた防振構造とすることが必要

となってきます．MEMSミラーを用い

た１×９WSSでは，光学モジュール

を，ゴムダンパーを介して気密ケース

内部に固定し，入出力ファイバと

MEMS駆動用の電気端子は，はんだ

封止して貫通させ，蓋と気密ケース本

体とは，溶接技術により固定すること

で気密状態を実現しました．

■電気監視制御

電気監視制御は，光学モジュール部

のアクティブ素子（空間光変調素子）

の駆動制御に加えて，モジュールの故

障や異常を検知し，上位システムとの

連携を行うための監視制御やユーザイ

ンタフェース制御を行います．

WSSモジュール全体の制御構成を

図４に示します．前述の光学モジュー

ル（図では光スイッチと記載）を制御

するために，制御プロセッサ，電圧生

成・監視部，不揮発性・揮発性メモ

リ，温度センサ等から構成されます．

制御プロセッサでは，光学モジュール

内のスイッチ素子（MEMSミラーや

LCOS）の制御処理のほか，ユーザか

主レンズ 
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図３　WSS光学モジュールの内部構造 

図４　WSSモジュールの制御構成 
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光チャネルごとに接続する方
路を設定する機能 

②光レベル制御機能 
光チャネルごとに出力レベル
を調整する機能 

③シャットダウン機能 
光チャネルの出力レベルを
OFFにする機能 

④故障・異常監視機能 
モジュール内の故障・異常を
検出して，アラームとして
ユーザに通知する機能 

⑤リセット機能 
光スイッチの状態を変化させず
（光スイッチを通過している光信
号を切断することなく）制御機能
部のみを再起動する機能，およ
び光スイッチの状態も含め制御
機能部を再起動する機能 

⑥ファームウェア 
　ダウンロード機能 
モジュール内の制御ファーム
ウェアを，光スイッチの状態を
変化させずに，アップグレードす
る機能 

波長選択スイッチ 
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ら送付されるコマンド・リセット等の

制御信号の処理，WSSモジュール内で

の故障・異常の有無の監視，モジュー

ル内で発生した故障・異常のユーザへ

の通知等を行います．ユーザとの通信

（コマンド，リセット，アラーム等の通

信）は電気コネクタを介して行います．

WSSモジュールにおける制御は，①

方路設定機能，②光レベル制御機能，

③シャットダウン機能，④故障・異常

監視機能，⑤リセット機能，⑥ファー

ムウェアダウンロード機能の６機能に

分類されます（図４）．

WSSモジュールはサブシステムとし

て，監視機能まで実装していることが

重要であり，以下，故障・異常監視

機能について，詳細を説明します．

まず，WSSの制御モジュールでは故

障・異常の項目として，「コマンド異

常」「温度異常」「ファームウェア異

常」「ハードウェア故障」「データ異常」

の監視を行います（表１）．

WSSモジュールを使用中に故障・

異常が発生した場合，ユーザ側への影

響として，以下の３つのレベルに分類

されます（表２）．

・モジュールの交換が必要なレベル

・ユーザ側の処理で解決できるレ

ベル

・ユーザ側での処理が不要なレベル

このため，故障・異常発生時にユー

ザにどのようなアラームを通知するか

は，上記のようにユーザ側に与える影

響を考慮して決めることが重要です．

今後の展望

このようにWSSモジュールは，多岐

にわたる技術の集約で実現されていま

す．例えば温度特性１つみても，ガラ

スの屈折率の温度依存を考慮した光学

設計，部材の熱変形を考慮した機械

設計，環境変化を考慮した機構設計，

温度補償の制御設計までの幅広い設計

技術を連携させる必要があります．

今後，WSSにはさらなる広帯域化

や多ポート化が必要とされ，より一

層の技術の連携が重要となります．ま

た，FlexGridへの対応から，LCOS

を用いたWSSへのシフトが進むとみら

れていますが，LCOSはピクセル単位

での制御が可能である反面，それだけ

駆動制御が複雑になります．光学，機

構，制御の各設計技術を上手に調和

させたモノづくりをすることによって，

ROADMのCDC化をドライブしてい

くものと期待されます．
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表１　WSSモジュールの故障・異常監視項目

故障・異常監視項目

コマンド異常

内　　容

ユーザから送信されたコマンドの内容が，モジュールで正常に処理で
きるか否かを監視します

温度異常
外部要因および内部要因により，モジュールが正常動作可能な温度範
囲外になっていないことを監視します

ファームウェア異常
新しくダウンロードした制御ファームウェアにエラーがないことを監
視します

ハードウェア故障
モジュール内で使用している部品（メモリ，制御部，センサ，電源回
路，ADC等）の故障有無を監視します

データ異常
制御で用いられているデータの値が，ハードウェア故障，ソフトエ
ラー等の要因により元の値から変化していないことを監視します

表２　故障・異常発生時のユーザへの影響度

ユーザへの影響度

モジュールの交換が
必要なレベル

例

ハードウェアの故障等，ユーザ使用中に直すことができない場合

ユーザ側の処理で
解決可能なレベル

コマンド異常等，ユーザからコマンドを送信することにより直すこと
ができる場合

ユーザ側での処理が
不要なレベル

ソフトエラーによるデータ異常等，モジュール内で発生したエラーを
自ら修正する場合

（左から）石井 雄三/ 大庭 直樹/ 

佐原 明夫/ 葉玉 恒一

MEMSミラーを用いたWSSが最初に発明
されてから15年が経ちます．ポートと波長
チャネルと光の伝搬の3つを，直交する3軸
に割り当てた立体的な光学系構成は，
ROADMの可能性を大きく広げ，今なお，
FlexGrid機能やTwo-in-One構成，M×N構
成に向けて進化を続けています．引き続き，
革新的なデバイス技術の創出を通して光通
信ネットワークの発展に貢献していきます．
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