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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

CDC機能とは

CDC（Colorless，Directionless

and Contentionless）とは，多方路

ROADM（Reconfigurable Optical Add/

Drop Multiplexer）においてアド・

ドロップされる光信号を，波長や方路

によらず，信号衝突なしにトランスポン

ダ（光送受信機）に接続できる機能の

ことです．ROADMシステムは，光ファ

イバ伝送路中の波長多重（WDM:

Wavelength Division Multiplexing）

光信号を，電気信号に変換することな

しに，波長ごとに任意に経路設定でき

る利点があり，さらに当初のリング形

態から，複数の入出力方路を有する多

方路ROADMシステムへと発展してき

ています．多方路ROADMでは，任

意の方路から入力されたWDM信号に

ついて，任意の出力方路へスルーする

か，あるいは自局でアド・ドロップす

るかを波長ごとに任意に選択すること

が可能です．しかし，従来のROADM

では，アド・ドロップされた光信号に

ついては，ポートによって光信号の波

長と方路が決まってしまい，それらを

変更するためにはトランスポンダに接

続している光ファイバを手動でつなぎ

替える必要がありました．多方路

ROADMにCDC機能を備えることに

より，どの方路のどの波長の光信号を，

どのトランスポンダに接続するかを自

由に選択することができるようになる

ため，システムの運用性が向上し，よ

り柔軟で信頼性の高いネットワークを

構築することができます．

マルチキャストスイッチを用いた

TPA

CDC機能を実現するためには，

ROADMのアド・ドロップポートとト

ランスポンダとの間に，任意のトラン

スポンダに対して任意の波長と方路を

割り当てる光スイッチが必要になりま

す．このような光スイッチをトランスポ

ンダ集約スイッチ（TPA: Transponder

Aggregator）と呼びます．ここで，

ROADMの入出力方路の数をN，接

続されるトランスポンダの数をMとす

ると，ポート数がN×MのTPAが，ド

ロップ側とアド側に１つずつ必要です．

TPAでは，ROADMに接続される側

のポートにはWDM光信号が入出力さ

れ，トランスポンダに接続される側の

ポートには１波長のみが入出力されま

す．またドロップ側では，同じ方路か

らの異なる光信号を異なるトランスポ

ンダに接続できる必要があり，アド側

では異なるトランスポンダからの異なる

波長の光信号を同じ方路に出力できる

必要があります．

TPAの構成は，これまでにいくつか

の提案がありますが，小型で経済的な

構成としてマルチキャストスイッチを用

いたTPAがあります．図１にマルチ

キャストスイッチを用いたTPAの構成

を示します．

ドロップ側のマルチキャストスイッチ

では，ROADMの各方路から入力さ

れたWDM信号は，それぞれ１×Mス

プリッタで分配され，そのうち所望の

１方路からのWDM信号がN×１ス

イッチによって選択されます．そして，

可変波長フィルタによって，選択され

た方路のWDM信号のうち，所望の波

長の光信号が選択されて，トランスポ

ンダで受信されます．この構成によっ

て，任意の方路から入力された任意の

波長の光信号を選択して受信すること

ができます．また，受信する光信号と

同一波長で，入力方路が異なる光信

号は，光スイッチによって遮断される

ため，TPAの内部で光信号が衝突する

ことはありません．

一方，アド側のマルチキャストス

イッチでは，トランスポンダから送信

された光信号は，１×Nスイッチで所

ROADMの運用性を向上させるマルチキャスト
スイッチ技術

多方路ROADM（Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer）システムの運
用性を向上するCDC（Colorless, Directionless and Contentionless）機能を小型で
経済的に実現するための光スイッチとして，マルチキャストスイッチを用い
た構成があります．本稿では，石英系プレーナ光波回路（PLC: Planar
Lightwave Circuit）を用いたマルチキャストスイッチの回路構成や特性につ
いて紹介します．
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定の出力方路が選択され，M×１カプ

ラで異波長の光信号が合波された後

に，ROADMのアドポートへと導かれ

ます．この構成によって，任意の波長

の送信信号を任意の方路へ出力するこ

とができます．

マルチキャストスイッチを用いた

TPAは，波長選択スイッチ（WSS:

Wavelength Selective Switch）を

用いた構成や，マトリクス光スイッチ

を用いた構成に比べて，光スプリッタ

や光スイッチなど小型の光デバイスの

組合せで構成できるのが特徴です．光

スプリッタを用いているため，原理的

な分岐損失が生じますが，光アンプを

用いて損失を補償することが可能です．

また，光スプリッタを多段構成にする

ことで，トランスポンダの増設に応じ

て光スイッチの規模を拡大できること

も特徴です．したがって，マルチキャ

ストスイッチを用いたTPAは，特にア

ド・ドロップされる光信号の数が小規

模の多方路ROADMに適しているとい

えます．

PLCを用いたマルチキャスト

スイッチ

■回路構成

石英系プレーナ光波回路（PLC:

Planar L ightwave  Circu i t）を用

いた光スイッチは，シリコン基板上に

作製したシリカガラス系光導波路の熱

光学効果を用いて光信号の経路を切り

替えるもので，機械的な可動部がない

ことから信頼性が高く，ウエハプロセ

スで多数の素子を一括で製造できるこ

とから量産性に優れた光スイッチで

す（1）．また，さまざまな光機能素子を

集積できることも特徴であり，マルチ

キャストスイッチを構成するのに適し

ているといえます．

図１の構成では，ドロップ側に配置

された可変波長フィルタを除くと，ア

ド側とドロップ側はいずれも１×Mス

プリッタN個（あるいはM×１カプラ

N個）と１×NスイッチM個とが交差

配線により接続された構成となってい

ます．これと同じ構成の光スイッチは，

以前にフォトニックトランスポートシス

テム（2）向けの光スイッチとして，PLC

を用いたものが実現されています．し

かし，従来は，PLCチップ内での光導

波路の交差を避けるため，図２（a）に

示すように，８アレイの１×８スイッチ

と８アレイの８×１カプラを別のPLC

チップで作製し，その間を64心の光

ファイバ配線板を用いて交差接続して

いました（3）．それらを１つのケースに

収納したモジュールのサイズは240

mm×95 mm×12.5 mmでした．今

回はさらなる小型集積化を目指して，

図２（b）に示すような新規光回路構成

を考案しました（4）．本回路構成の基

本となる１×８スイッチは，１×２ス

イッチ素子８個を縦列に接続し，各

１×２スイッチ素子の後段にゲートス

イッチ素子を配置した構成です．今回

のマルチキャストスイッチでは，８×１

カプラを２×１分岐素子に分解して，

図１　マルチキャストスイッチを用いたTPAの構成 
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上記の１×８光スイッチの段間に埋め

込むことで，光スイッチの論理構成を

保持したまま，光導波路の最大交差数

を約４分の１に削減するとともに，パ

スによる交差数のばらつきを平準化す

ることに成功しました．本回路構成に

より，８×８マルチキャストスイッチ

を１チップのPLCに集積することがで

き，従来の光ファイバ配線板を用いた

チップ間の接続が不要となったことで，

光スイッチモジュールの小型化が可能

となりました．

■作製したPLC

図２（b）の回路構成に基づく８×８

マルチキャストスイッチを，PLCを用

いて作製しました．１×２スイッチ素

子およびゲートスイッチ素子は，アー

ム間の光路長差が半波長のマッハツェ

ンダ干渉計（MZI: Mach-Zehnder

Interferometer）＊で構成され，熱光

学位相シフタを駆動することによって，

２つの出力ポート間の光出力を2 ms

程度で切り替えることができます（1）．

８×８マルチキャストスイッチでは，こ

のMZI素子128個を１チップ上に集積

しています．作製したPLCチップとモ

ジュールの写真を図３に示します．

チップサイズは110 mm×15 mmであ

り，これに光ファイバと給電端子を接

続したモジュールサイズは150 mm×

45 mm×13 mmで，機能が同等な従

来のモジュールに比べて約３分の１に

小型化することができました．

■光学特性

作製した８×８マルチキャストスイッ

チの光学特性を全64パスについて評価

した結果を図４に示します．波長1550

nmにおける挿入損失は，平均11.9

dB，最大12.0 dBであり，光ファイバ

配線板を用いた従来のスイッチと同程

度の値が得られました．この損失には

８分岐による原理損失９ dBが含まれ

ているので，過剰損失は約３ dBです

が，そのうちチップ内の光導波路交差

による損失は約１ dBです．損失の偏

波依存性（PDL: Polarization Depen-

dent Loss）は平均0.13dB，最大

0.22 dBであり，損失の波長依存性

（a）　従来のスイッチ構成　 （b）　新規光回路構成 
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図２　PLCを用いたマルチキャストスイッチの構成 

図３　PLCを用いたマルチ 
　　　キャストスイッチ 

＊マッハツェンダ干渉計：１つの光源から出た光
を２つに分け，異なる経路を通過させた後，再
び重ね合わせて干渉を起こさせる装置.
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は，1530～1570 nmにおいて平均

0.66 dB，最大1.10 dBでした．また，

ON状態とOFF状態との間の消光比

は平均62.6 dB，最小42.4 dBでした．

スイッチ素子は断熱溝構造を採用する

ことで駆動電力の低減を図っており，

１パス当りの消費電力は0.2 W，８ポー

ト合計で最大1.6 Wでした．これらの

値は実用上充分な特性といえます．

さらに，この８×８マルチキャスト

スイッチをベースとして，８×12マル

チキャストスイッチも実現しています（5）．

８×12マルチキャストスイッチでは，

挿入損失は平均14.1 dB，最大14.5

dB（12分岐の原理損失10.8 dBを含

む），PDLは最大0.2 dB，消光比は

平均59.2 dB，最小45.4 dBが得られ

ています．ポート規模を８×12に拡大

した場合でも８×８と同等の光学特性

が得られたことは，PLC型マルチキャ

ストスイッチの拡張性を示していると

いえます．

今後の展望

１×Mスプリッタと１×N光スイッ

チを１チップのPLCに集積化したN×

Mマルチキャストスイッチの回路構成

と，作製したマルチキャストスイッチ

の特性の評価結果を示しました．PLC

型マルチキャストスイッチを用いること

で，多方路ROADMの運用性を向上

するCDC機能を小型で経済的に実現

することが期待できます．今後は，

PLC型マルチキャストスイッチについ

て，さらなる消費電力の低減や光学特

性の向上を目指す予定です．

■参考文献
（1） 高橋・渡辺・郷・相馬・高橋：“光ネットワー

クの高機能化を実現するPLC光スイッチ，”
NTT技術ジャーナル，Vol.17，No.5，pp.12-15，
2005.

（2） 古賀・河合・濱住・高知尾：“フォトニック
トランスポートシステム，”NTT R&D，
Vol.49，No.1，pp.42-49，2000.

（3） 高橋・渡辺・奥野・日比野・郷：“石英導波
路を用いたフォトニックネットワーク用光ス
イッチ技術，”信学技報，CS2003-9，pp.1-6，
2003.

（4） T. Watanabe, K. Suzuki, T. Goh, K. Hattori, A.
Mori， T. Takahashi， T. Sakamoto， K.
Morita, S. Sohma, and S. Kamei：“Compact
PLC-based transponder aggregator for
colorless and directionless ROADM,”
OFC/NFOEC2011，Paper OTuD3，2011.

（5） T. Watanabe，K. Suzuki，and T. Takahashi：
“Silica-based PLC transponder aggregators for
colorless，directionless，and contentionless
ROADM,”OFC/NFOEC2012，Pape r
OTh3D.1，2012.

（左から）鈴木 賢哉/ 渡辺 俊夫/

高橋 哲夫

PLCスイッチは25年ほど前にNTT研究所
で生まれた技術ですが，今回新規回路構成
を考案することで，新たな応用展開を切り
拓くことができました．引き続き，PLCを
プラットフォームとした研究開発を進めて
いきます．
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図４　PLCを用いたマルチキャストスイッチの特性 
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