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プラズモニック導波路による 
相互作用増強と課題

近年，特異な性質や機能性を有する
ナノ物質＊ 1 を光素子に応用しようと
いう動きが活発になっています．有用
な光素子の実現には，光と物質との相
互作用が非常に重要で，素子の特性を
大きく左右します．しかし，ナノ物質
は光の波長サイズよりも非常に小さ
く，光と効率的に相互作用させること
は 容 易 で は あ り ま せ ん．そ こ で，
NTTでは光を強く閉じ込めることが
できるフォトニック結晶とナノ物質と
の結合系の検討を進め，本特集記事『シ
リコン ・ フォトニック結晶に集積した
化合物半導体ナノワイヤレーザ』で紹
介するナノワイヤレーザなどを実現し
ています．

その一方で，フォトニック結晶を含
め，従来の光集積回路内で用いられる
光素子は一般的に誘電体材料を基本と
しています．そのため，光の閉じ込め
サイズの限界は光の波長によって決め
られてしまいます．そこで，NTTで
は異なる切り口として，光の波長に
よってサイズを制限されないプラズモ
ニック導波路の光素子応用の検討を進
めています．プラズモニック導波路を

用いることで，数十ナノメートルとい
う非常に小さな導波路を実現すること
が可能です．これらを用いて，光とナ
ノ物質との相互作用を増強し，これま
でにない光素子を実現することをめざ
しています．

プラズモニック導波路は，金属と誘
電体（半導体もしくは絶縁体）によっ
て構成され，その界面において，光は
電磁波を伴う表面プラズモンとなって
伝搬します．このとき，その電磁波は
近接場光となって界面付近に局在する
ため，波長サイズよりも小さな領域に
光を閉じ込めることができるようにな
ります．プラズモニック導波路は金属
と誘電体との組合せであり，さまざま
な構成がありますが，NTTでは金 
属─絶縁体─金属（MIM: Metal-
Insulator-Metal）構造を採用し研究
を進めてきました．MIM導波路にお
いては，光はコアとなる絶縁体部分に
集中するため，基本的にはコアを小さ
くするほど光の閉じ込めが強くなり，
小さな伝搬モードを持つ導波路となり
ます．その結果，MIM導波路のコア
サイズは誘電体導波路では不可能な深
サブ波長領域＊ 2 に到達します．そこ
では，光とナノ物質が効率的に相互作
用できるようになり，これまでにない

特性を有する光素子の実現が期待でき
ます．

しかし，光集積回路内に深サブ波長
領域のMIM導波路を導入することは
容易ではありません．MIM導波路を
含めすべてのプラズモニック導波路に
は，常に金属による吸収損失が伴いま
す．コアサイズを小さくすることでこ
の損失は顕著になり，深サブ波長領域
では〜dB/μmにも上り，MIM導波路
だけですべての光集積回路を構成する
ことは困難です．そのため，受光器や
変調器等の素子のみにMIM導波路を
利用し，長距離の伝搬はSi（シリコン）
導波路のような従来の誘電体導波路に
担わせるかたちが理想であると考えら
れます．このような構成を実現するに
は，高効率に誘電体導波路と深サブ波
長領域のMIM導波路を結合させる必
要があります．しかし，深サブ波長領
域のMIM導波路における伝搬モード
の形状やサイズは誘電体導波路のそれ
とは大きく異なるため，高効率なプラ
ズモニックモード変換器が必要になり

プラズモニック導波路 ナノ構造作製 光集積回路

＊1	 ナノ物質：グラフェンに代表される ２ 次元
層状物質，ナノワイヤ，量子ドットなど．

＊2	 深サブ波長領域：波長に比べて非常に小さ
な領域．ここでは屈折率を考慮した波長に
対して導波路コアの断面積が1000の１
以下であることを目安としています．（λ/n）２ 

/1000以下．

プラズモニック導波路の光素子応用に向けて

光の波長にサイズを制限されないプラズモニック導波路を用いることに
より，誘電体導波路では不可能な数十ナノメートルサイズの導波路が実現
できます．そこでは，非常に強い光の閉じ込めが可能で，さまざまな特異
な性質を有するナノ物質と光が効率的に相互作用することができます．し
かし，そのような導波路を光集積回路内に導入することは容易ではなく，
３次元プラズモニックモード変換器が必要になります．
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ます．

プラズモニックモード変換器の設計

NTTでは，金属部分に金，絶縁体
部分を空気とした深サブ波長領域の
MIM導波路と，Si細線導波路との間
での高効率なプラズモニックモード変
換器の実現に取り組んできました（1）

（図 ₁（a））．それぞれの導波路における
伝搬モードは図 1（b），（c）で示すよう
に，サイズ，形状ともに大きく異なり
ます．そのため，縦 ・ 横両方でサイズ
の縮小を伴うモード変換，つまり ３ 次
元モード変換を行う必要があります．
これまでも，横方向のMIM導波路と
Si細線導波路との間でのモード変換
は報告されています．しかし，それら
は同程度の高さを有する導波路間で，
横方向テーパ構造によって横方向の
モード縮小のみを伴う 2 次元モード変
換にとどまっていました．また， ３ 次
元モード変換のために，縦 ・ 横両方向
にテーパ構造を用いることも提案され
てきました（2）．しかし，光集積回路へ
の導入という観点からは，複雑な作製
プロセスが伴うために現実的ではあり

ません．そこで，大きく高さが異なっ
ていても， 2 次元テーパ構造のみで高
効率なモード変換が実現可能である構
造を検討し，NTTでは，Siと金属部
分の間に微小エアギャップを導入する
ことで，深サブ波長領域のMIM導波
路と，Si細線導波路との間で高効率な
モード変換が可能であることを見出し
ました．

数値計算によって得られたSi細線

導波路，モード変換器，MIM導波路
における伝搬の様子を図 ₂ に示します

（入射波長：1.55μm）．ここでは，Si
細線導波路における伝搬モードのサイ
ドローブがSi細線導波路の極近傍に
配置した金属部分に引き寄せられ，微
小エアギャップを通して大きく高さの
異なるMIM導波路に結合されている
ことが分かります．ここでの結合効率
は，テーパの長さltaperやエアギャップ

（a）　プラズモニックモード変換器の概念図
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（c）　Si細線導波路における伝搬モー
　　ドの電場分布（破線部（ii）に対応）

図 1 　概念図と伝搬モード
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（a）　上から見た電場分布の断面

（b）　進行方向に対しての電場分布の断面
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図 ２ 　プラズモニックモード変換器における電場分布
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幅wgap等の構造パラメータに依存しま
す（図 1（a））．

図 ３（a）はさまざまなwgapにおける結
合効率を示しています．エアギャップ
がない構造では，良い結合効率が得ら
れていませんが，20 nm程度の微小エ
アギャップを導入することによって，
結合効率が劇的に改善していることが
分かります．さらにwgapを広げていっ
た場合には，徐々に結合効率が低下し，
wgapが100 nmのときには，エアギャッ
プがない構造と同程度の結合効率しか
得られていません．エアギャップがな
い場合には，伝搬してきた光の大部分
がモード変換器の金属部分に吸収され
るか，散乱してしまいます．一方，
wgapが広い場合には，金属部分がSi細
線導波路におけるサイドローブを十分
に引き寄せることができず，光の大部
分が散乱してしまうことになります．
このように，高効率なモード変換には
微小エアギャップの導入が非常に重要
であることが分かります．また，ltaper

も結合効率を決める大切なパラメータ
です．図 ３（b）はさまざまなltaperにおけ
る結合効率を示しています．ltaperを長
くしていくと結合効率が向上し，600 
nm周辺で最大になります．そして，
さらに長いltaperでは結合率は減少して
いきます．一般的に，より長いテーパ
がモード変換時の損失を低減します
が，プラズモニックモード変換器では
金属による吸収損失が発生するため，
長すぎるモード変換器は結合効率を低
減させることになります．ここでは，
ltaper＝ 600 nm，wgap＝20 nmのモード
変換器によって，深サブ波長領域の
MIM導波路（コアサイズ：50 nm×20 
nm）と，Si細線導波路（コアサイズ：
400 nm×200 nm）との間で− 1  dB以
下という高効率でモード変換可能であ

ることが分かりました．ここで予想さ
れる特性は，これまでに報告されてい
る同様なプラズモニックモード変換器
に比べて，導波路コアのサイズ縮小率，
結合効率，変換器長の観点から，非常
に良い特性となっています．

プラズモニックモード変換器の作
製と評価

作製した試料は，Si細線導波路，プ
ラズモニックモード変換器，MIM導
波路部分から構成されます．Silicon 
on insulator基板＊ ３ に，電子線描画と
エッチングでSi細線導波路とプラズ
モニックモード変換器のSi部分を作
製し，その後再度の電子線描画と金の
蒸着によって金属部分を形成します．
これら一連の作製プロセスは従来から
あるナノ構造作製技術を用いているた
め，他のSiフォトニック素子等の作製
プロセスとも親和性があります．その
ため，同じ基板上に他の光素子ととも
に集積することが可能で，これは集積
化の観点から非常に重要です．

図 ４ は実際に作製した試料の電子顕
微鏡像の一例で，精度良く試料が作製
できていることが分かります．これま

でに，最小でコアサイズ50 nm×20 
nmのMIM導波路に対するプラズモ
ニックモード変換器をwgap＝40 nmで
作製することに成功しています．ここ
で紹介した作製プロセスは一見単純に
みえますが，作製においては20 nm以
下での位置精度が求められるなど，容
易に作製できるものではありません．
これらの作製は，NTTの高いナノ構
造作製技術に支えられています．

実際に作製したコアサイズ50 nm×

20 nmのMIM導波路に対するモード変
換器の結合効率を図 ５ に示します．作
製したモード変換器における結合効率
は，wgap＝40 nm，ltaper＝600 nmのとき
に−1.7 dBという高い値であり，計算
結果（−1.4 dB）とも良い一致を示し
ています．また，さまざまなwgap，
ltaperに対しても計算結果から予想され
た依存性を示していることが分かりま
す． こ こ で は， 実 際 に，ltaper＝600 
nm，wgap＝40 nmのモード変換器によっ
て，深サブ波長領域のMIM導波路（コ

＊3	 Silicon on insulator基板：上下から二酸化
ケイ素（SiO２）をSiで挟んだ構造を持つ基板．
表面の薄いSi層が導波路として使用され 
ます．

（a）　エアギャップ幅wgap依存性 （b）　テーパ長ltaper依存性

0

0

-2

-4

-6

-8

20 40 60 80 100 (nm)

エアギャップ幅wgap

テーパ長 ltaper：

テーパ長 ltaper

600 nm

コアサイズ：
50 nm×20 nm

エアギャップ幅wgap：40 nm

コアサイズ：50 nm×20 nm

結
合
効
率

(dB)

0

0

-2

-4

-6

-8

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 (nm)

結
合
効
率

(dB)

図 3 　計算によって得られたプラズモニックモード変換器の結合効率
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アサイズ：50 nm×20 nm）と，Si細
線導波路（コアサイズ：400 nm×200 
nm）との間で−1.7 dBという高効率
モード変換器を実現することに成功し
ました．さらに，光を導入したMIM
導波路のコアサイズは(λ/n)2/2000

（λ：光の波長，n：屈折率）にも達し
ます．これまで同様のモード変換器で
光が導入されたMIM導波路のコアサ
イズとしては（λ/n）2/120（３）が最小で
あり，劇的に導波路を縮小することに
成功しています．これらが 1μmに満
たない短いltaperで得られていること
は，素子の小型化に向けても有用とな
ります．

今後の展開

本稿では，プラズモニック導波路の
利点と課題について触れつつ，プラズ
モニック導波路の利点である小ささを
光集積回路に導入するためのNTTの
取り組みについて紹介しました．これ
まで実現されていなかった高効率な ３
次元モード変換器の実現により，深サ
ブ波長領域のコアサイズを持つ導波路
が光回路内に導入されることになりま
す．これにより，従来素子の小型化が
期待されるだけでなく，特異な性質を
持つナノ物質との組合せによって，こ
れまでにない素子が実現される可能性

を持っています．

■参考文献
（1） M. Ono, H. Taniyama, H. Xu, M. Tsunekawa, 

E. Kuramochi, K. Nozaki, and M. Notomi：
“Deep-subwavelength plasmonic mode 
converter with large size reduction for Si-
wire waveguide,”  Optica，Vol.３，No.9，
pp.999-1005，2016．

（2） H. Choo, M. K. Kim, M. Staffaroni, T. J. 
Seok, J. Bokor, S. Cabrini, P. J. Schuck, M. 
C. Wu, and E. Yablonovitch：“Nanofocusing 
in a metal-insulator-metal gap plasmon 
waveguide with a three-dimensional linear 
taper,”  Nat. Photonics，Vol.6，No.12，
pp.8３8-844，2012．

（3） Y. Salamin ,  W. Heni ,  C.  Haffner ,  Y. 
Fedoryshyn, C. Hoessbacher, R. Bonjour, M. 
Zahner, D. Hillerkuss, P. Leuchtmann, D. L. 
Elder, L. R. Dalton, C. Hafner, and J. 
Leuthold：“Direct conversion of free space 
millimeter waves to optical domain by 
plasmonic modulator antenna,”  Nano Lett.，
Vol.15，No.12，pp.8３42-8３46，2015．

Au

Si

Au

1 μm

Si

図 4 　作製試料の電子顕微鏡像

（a）　エアギャップ幅wgap依存性 （b）　テーパ長ltaper依存性

0

0

-2

-4

-6

-8

20 40 60 80 100 (nm)

エアギャップ幅wgap

テーパ長 ltaper：

テーパ長 ltaper

600 nm

コアサイズ：
50 nm×20 nm

エアギャップ幅wgap：
40 nm

コアサイズ：
50 nm×20 nm

結
合
効
率

(dB)

0

0

-2

-4

-6

-8

200 400 600 (nm)

結
合
効
率

(dB)

図 5 　作製したプラズモニックモード変換器の結合効率
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高性能なプラズモニックモード変換器は
実現できましたが，プラズモニック導波路
の光素子応用に向けた研究はこれからが本
番です．ナノ物質等との組合せで，さまざ
まな光素子が実現されることを期待して，
現在は研究を進めています．
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