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環境負荷低減のための部品技術

ブロードバンド技術の進展により従

来の電話網の装置に加えて，さまざま

なネットワーク機器が使われるように

なっています．またインターネットを流

れる情報は，近年，急激に増大して

おりネットワークの大容量化，大規模

化が進んでいます．これらの機器の消

費電力の増加は環境負荷の増大につ

ながりかねません．

環境負荷を低減させるためには，消

費電力が少ない装置・機器の開発を

進める必要があります．そのためには，

装置を構成する個々の部品の低消費

電力化が求められます．

NTTフォトニクス研究所では光通

信に用いるさまざまな光部品を研究開

発しています．ここでは，新たに開発

した高速の基幹光ネットワークに用い

られる小型で省電力な光変調器につ

いて説明します．

電気信号を光信号に変える光変調器

光変調器は，音声や画像などの電

気信号を光の強弱信号に変換するデ

バイスで，光ファイバ通信には必要不

可欠な部品です．図１に示すように，

光ファイバ通信網においては，光ファ

イバで送られてきた光信号を処理し，

再び光ファイバへ送出するノード装置

が通信ビルなどに配置されています．

光ファイバを用いて信号の伝達をす

るには，電気信号を光の強弱信号に

変換しなければなりません．比較的低

速なアクセス系などでは，半導体レー

ザなどの光源を直接オンオフすること

により電気信号から光信号へ変換（直

接変調）しています．

小型で省電力の光変調器

光変調器は光ファイバ通信の心臓部で，半導体レーザが放った光を超高速
で点滅させ，光ファイバに伝える装置です．NTTフォトニクス研究所は，光
変調器の大きさを従来の20分の１，消費電力を３分の１に抑える技術を開発
しました．環境負荷の少ないブロードバンド技術の実現に寄与します．
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図１　光変調器を用いるノード装置の概略�
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しかし，変調速度の高速化と伝送

距離の長距離化が必要な基幹系で

は，半導体レーザの直接変調時に生じ

る発振波長変動（チャーピング）が光

ファイバ伝送上重大な問題となるた

め，波長チャーピングの少ない外部変

調方式が使用されています．外部変

調方式は，半導体レーザなどの光源

が放った一定強度の光を光変調器を

用いて光の強弱信号に変換するもの

です．

各種光変調器の特性

光変調器としては，現在，LiNbO3
（ニオブ酸リチウム）などの誘電体材

料による電気光学効果を利用したもの

と，半導体の電界吸収効果を用いた

ものが主に使用されています．光変調

器の特性の比較を表に示します．

半導体の電界吸収型光変調器は小

型，高速で，駆動電圧が２V以下程

度の低電圧駆動が可能であり，半導

体レーザ光源との集積も可能であると

いう特長を持っています．半導体レー

ザに電界吸収型光変調器を集積した

素子は，変調速度10 Gbit/sの通信

用光源として実用化され，現在も高性

能化，低コスト化へ向けた研究開発

がなされています．

一方，電気光学効果を利用した変

調器は，1990年代中ごろよりNTTの

光通信網に用いられています．電気光

学効果とは，固体や液体に電界を加

えたとき屈折率が変化する現象で，加

えた電界に屈折率変化が比例する効果

をポッケルス効果といい，光変調器に

は主にポッケルス効果が利用されてい

ます．

電気光学効果を利用した光変調器

は，屈折率変化に伴う位相変化をそ

のまま用いる位相変調器と，マッハツェ

ンダ干渉計＊１を構成して位相の変化

を強度変化に変える強度変調器が実

用化されています．マッハツェンダ変

調器は，波長チャーピングが非常に小

さいため，長距離の基幹系用の光変

調器の主流です．

さらに，次世代の40 Gbit/sの超高

速伝送システムにおいては，伝送距離

の長距離化，周波数使用効率の向上

のために位相変調を取り入れた変調

フォーマットを採用する動きが高まっ

ており，位相変調も可能な電気光学

効果を利用した光変調器の必要性が

強まっています．

従来は，電気光学効果が大きい，

光の伝搬ロスが少ない，ファイバとの

結合効率がよいなどの理由でLiNbO3
材料を用いたマッハツェンダ光変調器

が実用化されてきました．しかしなが

ら，LiNbO3変調器は，駆動電圧が３～

５Vと大きいこと，モジュールサイズが

15 mm×120 mm程度と大きいこと，

DC電圧の印加により駆動条件が変化

してしまう“DCドリフト”があるため，

動作点のドリフトを制御するための複

雑な回路を必要とすることなどの課題

がありました．

光変調器の小型化やレーザとの集積

化などを目指して，GaAs（ガリウム

砒素）やInP（インジウムリン）等の

半導体材料を用いたマッハツェンダ変

調器の研究が進められています．しか

しながら，半導体のマッハツェンダ変

調器は，光の伝搬ロスや高速駆動の

困難さなどから，これまでは実用化に

は至っていませんでした．

これらの問題点を解決するため，

NTTフォトニクス研究所は，半導体

層に「n-i-n構造」と名付けた新規な

構造を導入することによって，小型，

高速，低電圧駆動のマッハツェンダ変

調器を実現しました(1)．

半導体マッハツェンダ変調器の構造

マッハツェンダ変調器は光導波路で

形成されています．図２に今回新規開

発したn-i-n構造光導波路の断面構造

を示します．

光導波路は半絶縁性InP基板上にｎ

型InPクラッド層，ｉ型MQW（Multi-

Quantum Well：多重量子井戸）光

コア層，半絶縁性InP層，ｎ型InPク

ラッド層を順に積層した構造になって

います．

ｐ型半導体層に起因する電気信号・

光信号の損失を避けるため，損失がｐ

型半導体の20分の１程度であるｎ型

半導体層で信号，接地両電極層を構

成しています．またｎ型クラッド層と

光コア層の間にFeを添加した半絶縁

性InP層を挿入することで高い耐電圧

特性を確保しています．半絶縁性InP

層と光コア層の厚さはそれぞれ，1.0μm

と0.3μmです．これら半絶縁性InP

層と光コア層内の限られた領域に電圧

が印加され，電界強度が極めて大きく

表　光変調器の特性の比較

電界吸収型変調器

LiNbO3変調器

本技術

駆動電圧

２V

３～５V

１V

伝送速度

10 Gbit/s

10～40 Gbit/s

10～40 Gbit/s

チップサイズ

１mm以下

～60 mm

４mm

＊1 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
装置です．干渉の状態を解析して，さまざ
まな物理量を測定します．
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なるため，屈折率の変化が大きくなり

ます．

InP系半導体材料の屈折率変化は

LiNbO3に比べて７分の１程度なので，

半導体で電気光学効果を利用した光

変調器を作製するには，高電界をいか

に効率よく印加できる構造にするかが鍵

となります．光導波路の構造を比較す

るとn-i-n構造光導波路の幅はLiNbO3
変調器の４分の１，電極間隔は30分

の１から50分の１であり，100倍以上

の電界が印加されることになります．

このため，短い電極長で，低駆動電圧

の光変調が実現できることになります．

NTTフォトニクス研究所の有する

優れた半導体微細加工技術を利用し

て高性能な変調器を実現できました．

n-i-n構造を用いたマッハツェンダ変

調器の模式図を図３に示します．半

導体マッハツェンダ変調器は２つの

MMI（Multi-Mode Interference）

カプラと２本のn-i-n構造光導波路か

ら成り立っています．入力した光を

MMIカプラでいったん，２本の光導

波路に分岐します．n-i-n構造光導波

路に電圧を印加すると導波路の屈折

率が変わり，導波路を透過する光の位

相が変化します．その後，再びMMI

カプラで合波させ１本の出力ポートか

ら光を取り出す構造です．合波した光

が干渉し，位相が一致して互いに強

め合うと光が出力され，位相が反転

して互いに弱め合うと出力されないと

いう動作原理になっています．

位相変調部の長さが３mmのマッハ

ツェンダ変調器の写真を図４に示しま

す．マッチ棒と比較して，非常に小さ

いことが分かります．この導波路長は

現在実用化されているLiNbO3変調器

に比べ20分の１程度の短さです．素

子の大きさは0.8 mm×4.5 mmであ

り，非常に小型のパッケージ化が可能

です．

低駆動電圧40 Gbit/s高速変調

近年の伝送容量の増大によりビット

レートを高めた40 Gbit/sの超高速光

伝送の要求も高まっています．超高速

駆動用のマッハツェンダ変調器では進

行波電極の高周波特性が性能を大き

く左右します．n-i-n構造光導波路は

進行波電極の設計が容易で，LiNbO3
変調器に比べ電極長がはるかに短いた

め，電気と光の速度を整合しやすく，

容易に40 GHz程度の動作帯域を得る

ことができます．

n-i-n構造光導波路では光の閉じ込

め係数が大きく，効率的に屈折率変

調を行うことができる反面，電極断面

積も小さくなるために電極抵抗が特性

に影響を及ぼすようになります．我々

図３　n-i-n構造マッハツェンダ変調器の模式図�
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は速度整合・インピーダンス整合＊２条

件を満足させつつ，電極断面積を増

加させ抵抗の低減を図りました．

電極長４mmの素子を用いた40 Gbit/s

の光信号のアイダイアグラムを図５に

示します．片側電極だけを使用した片

側駆動での測定結果です．駆動電圧

1.6 Vで明瞭なアイ開口が得られてい

ます．この駆動電圧はLiNbO3変調器

のものに比べ３分の１程度の値であり，

半導体材料を使用して低駆動電圧で

小型な超高速光変調器が実現できて

いることが分かります．駆動回路の消

費電力も小さくなるので，省電力の光

変調器を実現できます．

さらに，２つの電極を使用し，振幅

が等しく極性の反転した２つの信号で

各々の電極を駆動することにより駆動

電圧を半分にすることが可能であり，

１V程度の駆動電圧で40 Gbit/s動

作の光変調器を実現させることができ

ます．

今後の展開

この半導体光変調器は，次世代の

超高速大容量光通信の鍵を握るデバ

イスとして期待されます．今後，長期

安定性の確認，信頼性の確保を行っ

た後，次世代光ネットワークシステム

への導入を行い，環境負荷の少ないブ

ロードバンド技術の実現を目指します．
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次世代ネットワークを実現するためには，
小型，省電力で高性能な光デバイスが不可
欠です．これからも最先端の光デバイスの
研究開発に取り組んでいきます．
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図４　マッハツェンダ変調器の写真（マッチ棒との比較）�

＊2 インピーダンス整合：効率よく電気が伝わ
るように，送り側回路の特性と，受け側回
路の特性を一致させることです．電気信号
の反射や損失を防ぎ，劣化のない伝送を行
なうために必要となります．

図５　40 Gbit/sアイダイアグラム
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