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あらまし 導波路型偏波変換器の解析，特性評価には，FDTD 法がよく用いられるが，デバイス長の増加とと
もに計算時間，メモリ量が増加し，効率的な設計には無理がある，本論文では，非対称導波路の固有モード解析
で得られた情報から，消光比，挿入損の波長特性を簡便に評価する．FDTD 法との比較から，本手法の計算値が
合理的な範囲にあり，効率的な設計に有効であることを明らかにする．埋込形空気コアナノ導波路での検討の後
に，スロット導波路における偏波変換器に言及する．Si 細線導波路と縦続された形状で，偏波変換と導波路変換
が同時に達成できることを明らかにする．
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1. ま え が き

パーモード，テーパ構造の利用の検討を続行しなが

偏波変換器の応用範囲は広く，小型化や広帯域化に

討し，埋込形空気コアナノ導波路 (EACW) [19] やス

力点が置かれつつ種々の形状が検討されてきた．導波

ロット導波路 [20] のようなナノ構造においても偏波変

路型の動作原理には大きく分けて三つある：(1) 断面

換器を考案してきた [21], [22]．

ら [15], [16]，L 字導波路型 [17], [18] の広帯域化法を検

構造の非対称性によって生じる複屈折性を利用 [1], [2]，

(2) 導波路のスーパーモード結合を利用 [3]，(3) テー
パ構造によって徐々に生じるモード変換を利用 [4]．

偏波変換器の特性評価には，固有モード解析と伝搬
解析とが使用されるのが一般的である．伝搬解析にし
ばしば用いられる手法に有限差分時間領域（FDTD）

最初に検討された導波路型の変換器は構造複屈折性

法 [23] がある．FDTD 法は汎用性が高く，便利であ

を利用したものであり，装荷部を非対称に周期的に設

るが，変換器の構造が大きくなるにつれて，必要なメ

けるものであった [1]．その後，非対称部が単一であっ

モリ量，計算時間が無視できないようになる．とりわ

ても，偏波変換動作が期待できることが明らかにな

け，厳密さを要しない初期設計の段階では，より効率

り [2]，作製の簡便さから研究が活発になっている [5]〜

の良い手法の利用が望まれる．

[10]．この種の変換器は，非対称性によって生じる，伝
搬定数の異なる直交モードの励振を利用している．

本論文では，導波路構造に非対称性を導入した偏波
変換器を取り上げ，Yee 格子に基づいた虚軸ビーム伝

筆者らは，光導波路の数値解析法を開発する過程

搬法（YM-BPM）[24] により，固有モード特性を算出

で，スーパーモード利用型 [11]，周期装荷型を検討し

し，それに基づき，偏波消光比，挿入損の波長特性を

た後 [12]，単一の非対称部を利用する形式の検討を

評価する手法を取り入れる [25]．光軸回転角の評価に

開始した [13]．そして極めて短軸長で変換器として動

は，ポインティングベクトルに基づく手法とフルベク

作する三角形導波路 [14] を提案した．加えて，スー

トル型の重なり積分とを併用する手法を用い，従来手
法に比べ精度の高いことを明らかにする．
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更に，本論文では，高屈折率の誘電体で挟まれた間隙
に主たる波を導くスロット導波路での偏波変換器に言
及する．これまで，この種の偏波変換器に関しては，
テーパ形状を用いるものが報告されている [26], [27]．
また，隣接する Si 細線導波路との変換も兼ね備える
ものとして，結合導波路系で生じるスーパーモードを
利用する構造が検討されている [28], [29]．本論文では，
テーパ形状やスーパーモードを用いることなく，両導
波路が縦続された状態で，偏波変換と導波路変換が同
時に達成できることを見出し，諸特性を明らかにする．

2. 導波路型偏波変換器の例
伝搬定数が異なる直交する二つのモードを等振幅
で励振することで，導波路型の変換器が構成できる．
したがって，偏波変換部の断面は何らかの非対称性を
有しなければならない．90◦ の位相差では円偏波が，

180◦ では 90◦ 回転した直線偏波が得られる．短軸長
の変換器を構築するためには，伝搬定数の差を大きく
しなければならない．このため非対称性を大きくする
必要があるが，あまり非対称性が大きいと，接続部で
モード界不整合が大きくなり，放射損が無視できなく
なる．加えて，反射損も生じる恐れがある．すなわち，
短軸長化と低損失化とはトレードオフの関係にある．
以上の原理であるので，種々の導波路で，構造の一
部を欠損させるなどすることで偏波変換器を構成でき
る．断面構造の一例を図 1 に示す．図 1 (a) は，最初
に提案された傾斜リブ型 [2]．(b)〜(f) は Si 細線導波
路を想定して提案されたもので，(b) は偏芯二重コア
型 [7]，(c) は三角形型 [10], [14]，(d) は L 字型 [6], [18]，

(e) は L 字型の挿入損を低減したダブルカット型 [18]，
(f) はトレンチ型 [9] である．最近はよりナノ構造への

図 1

種々の導波路型偏波変換器の断面構造（灰色は高
屈折率領域）．(a) 傾斜リブ型，(b) 偏芯二重コア
型，(c) 三角形型，(d) L 字型，(e) ダブルカット
型，(f) トレンチ型，(g) 空気コアナノ型，(h) ス
ロット型
Fig. 1 Cross-sectional views of various waveguide
polarization converters (Gray colors denote
high-index regions): (a) sloped rib, (b) oﬀaxis double core, (c) triangular type, (d) Lﬁgured type, (e) doubly-cut type, (f) trench
type, (g) air-core type, (h) slot type.

光の閉じ込めにも関心が高まっており，EACW [22]，
スロット導波路 [21] などにおいても欠損部を (g)，(h)

析領域端には，透過境界条件 [30] を変形し [14]，適用

のように設ける方法がある．本論文では，このような

する．本論文の偏波変換器では，基本固有モードの

導波路型の偏波変換器の特性を効率良く評価する方法

y
x
E11
モードから E11 モードへの変換を意図するが，こ

を議論する．特に (g)，(h) の構造に関しては，4. 以

れらを TE，TM モードと簡単に表記する．

降で具体的に述べる．

偏波変換器の特性を規定する指標には，偏波変換長，

3. 基本特性評価

偏波消光比，入出力導波路との接続部で生じるモード

固 有 モ ー ド の 解 析 に は ，様々な 手 法 を 利 用 で き

挿入損として評価される．以下に順に説明する．

界不整合損及び反射損があげられる．総合的な損失は

る が ，こ こ で は FDTD 法 と 相 性 の よ い 虚 軸 YM-

変換部では，伝搬定数の異なる二つのモードがほぼ

BPM [24] を使用する．解析に用いる空間の刻み幅

等振幅に励振される．そこで，180◦ の位相差を生じ

を Δx = Δy = 5 nm，Δτ = 1 nm に選ぶ (虚軸法で

させ，90◦ の偏波回転を得る長さは，次式より算出さ

は，伝搬軸を実軸 (z) から虚軸 (jτ ) に置換する)．解

れる．
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Lc = π/(β1 − β2 )

(1)

ここで，β1 ，β2 はそれぞれ 1st モードと 2nd モード
の伝搬定数である．すなわち，伝搬定数差が大きいほ
ど短軸長の変換器を構成できる．そのためには，構造
の非対称性を大きくする必要がある．
形状の異なる導波路接続で生じるモード界不整合に
より，接続された導波路への励振効率は悪化する．励
振効率は，次式の重なり積分から評価できる [31]．

η=

√

ηa ηb

(2)

光軸回転角である．最初の sin 関数は，光軸の回転角
が変換率に及ぼす効果を表しており，二つめの sin 関
数は，位相誤差に伴う変換率悪化の程度を表している．
式 (4) で必要となる光軸回転角 θ の算出には，変換
導波路の電界若しくは磁界のいずれかの固有モード界
のみを用いる手法がしばしば利用されている [2], [5]．
例えば，磁界を用いると

 2
n (x, y) Hx2 (x, y) dxdy
tan θ =  2
n (x, y) Hy2 (x, y) dxdy

(5)

しかしながら，後述するように，式 (4) と式 (5) はと
もに，モデルによっては誤差が大きくなり，必ずしも

ここで

正しい値を与えない．そこで，本論文では，より精度

ηa =



 E in × H cv · nz dS 2



,
Re
E in ×H ∗in ·nz dS Re
E cv ×H ∗cv ·nz dS

ηb =



 E cv × H in · nz dS 2



,
Re
E in ×H ∗in ·nz dS Re
E cv ×H ∗cv ·nz dS

の高い評価法を提案する．
まず，光軸回転角は，次式のように，ポインティン
グベクトルに基づいて評価する．


Re(−Ey (x, y)Hx∗ (x, y))dxdy
tan θ = 
Re(Ex (x, y)Hy∗ (x, y))dxdy

(6)

励起される固有モードは直交しているはずである．し

E in ，H in と E cv ，H cv は，それぞれ入力（あるいは

かしながら，実際に二つのモード (1st，2nd) で光軸回

出力）導波路と変換部の固有モード界であり，nz は

転角を計算すると，90◦ から若干の誤差が生じる．そ

伝搬方向の単位法線ベクトル，* は共役複素数を表す．

こで，二つのモードで算出される光軸回転角の直交度

積分は接続面内の十分な範囲で行う．変換部では，二

を，精度評価の指針に用いることができる．一般にこ

つのモードが生成されるので，それぞれのモードに対

の誤差は光軸回転角が 45◦ から離れるにつれて大きく

して重なり積分値（η1 ，η2 ）を計算する．総合的な励

なる．計算によると式 (5) で 5%の誤差を生じる場合

振効率を評価するためには，求まった値を加算する．

にも，式 (6) を用いれば 1%に抑えられ，精度の向上

例えば，入力端での励振効率は，ηin = η1 + η2 ．式 (2)

を見出せる．本論文では更に精度を改善するために，

はフルベクトル型ではあるが，伝搬方向のエバネッセ

式 (6) で二つのモードで得られた角度を平均すること

ント波の影響が加味されていない点で近似的である．

で回転角を評価する．

導波路と変換器との接続部では，反射が生じる．ファ
ブリペロー型の共振が変換部で生じるのを避ける意味
でも，極力反射を抑えた設計が望まれる．反射損は，
近似的には，フレネル係数で見積もられる．この場合，

ここで，

接続面で生じる透過率は，

T = 4βin βav /(βin + βav )2

(3)

ここで，βav は二つの直交モードの平均伝搬定数，βin
は入力（あるいは出力）導波路の伝搬定数である．
偏波変換効率 (ηpc ) の評価には次の近似式が知られ


ηpc = sin 2θ sin

2

πzg
2Lc

tan θ =


η1 /η2

(8)

式 (4) と式 (7) との差は，次のように説明される．

x 軸方向に単位量をもつ TE モードが励振されたとす
る．式 (4) では，励振波が平面波であるとみなし，回
転した光軸方向で生成される 1st モードと 2nd モード

ており，これまでよく用いられている [5]．
2

ηpc の評価には，式 (4) を改良した次式を用いる．


πzg
ηpc = sin2 (θ + θ ) sin2
(7)
2Lc

の励振振幅を cos θ，sin θ と仮定している．しかしな


(4)

ここで，zg は実際のデバイス長，θ は変換部で生じる

がら，実際には，励振波は固有モード界であり，かつ
回転した光軸上でも固有モード界が励振される．した
がって，その励振振幅は重なり積分から決定されるべ
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きである．そこで，式 (8) を導入し，回転角に反映さ

次章では，FDTD 法で諸特性を算出した場合との比
較から，式 (9) と式 (10) の有用性が高いことを明らか

せている．
一般に，入出力導波路の断面形状は 4. で扱う EACW
のような正方形に限らない．そのため，偏波面の異な
る入力側と出力側で算出する θ には若干の差異が生じ
る．そこで，入出力でそれぞれ算出される角度の平均
値で θ を定める．5. で述べる変換器の検討では，こ

4. 埋込形空気コアナノ導波路 (EACW)
文献 [17], [18], [21], [22] で議論したように，Si 細線
導波路や EACW において欠損部を設けた変換器では，

の平均化手法を用いる．

ηpc から消光比 (ER) は
ER = −10 log[(1 − ηpc )/ηpc ]

にしていく．FDTD 解析における領域端には，Higdon
形吸収境界条件を適用する [33]．

デバイス長を最適値よりも少し長くすることで，消光

(9)

比特性が双峰性となる．この場合，二つのピーク間の
波長帯で消光比の悪化が生じるが，消光比の悪化を許
容値に抑えることにより，広帯域動作が可能となる．

で算出することができる．
以上の議論に基づき，変換器の総合的な挿入損 Lins

ここでは，EACW を例にとり，消光比特性と挿入損

を見積もることを考える．変換部と導波路との接続面

の波長特性を，本論文で示した手法（式 (9) と式 (10)）

が入力と出力の 2 か所あること，ηpc は偏波変換損と

と，従来通り，FDTD 法により厳密に求めた場合との

して現れることを考慮すると，挿入損は，

比較を行う．なお，FDTD 法では，変換部に入出力導

Lins = −10 log(ηin ηout Tin Tout ηpc )

波路が接続された状態で解析を行い，入射界には入力

(10)

導波路の固有モードを用いる．
変換部の入出力に通常の導波路を追加した全体の構

となる．
ただし，式 (10) は，以下の点で近似的である．ま

造図を図 2 に示す．構造値を以下のように設定する．

ず，励振効率を計算した式 (2) では，前述したように

空気コアの幅を wco = 0.05 μm，形式的にチューブ構

エバネッセント波が無視されている．また，入力部で

造となる高屈折率部の幅を wt = 0.32 μm とし，偏波変

生じた放射波の一部は，出力部へ再結合し，いわゆる
コヒーレント結合 [32] の生じる可能性があるが，この

換部では高屈折率部の一部を直角に欠損させる．欠損さ
せずに残す部分の幅を γ とする．ここでは γ/wt = 0.7

影響は無視されている．更に，透過率の式 (3) は，平
面波を仮定したものである．加えて，反射が生じた際，

2 か所の接続部で生じる多重反射の影響も加味されて
いない．
しかしながら，放射波はクラッドへ広がるため，出
力導波路へ再結合するパワーは少なく，コヒーレント
結合の影響は十分小さい．更に，後述するように接
続面で生じる反射波は小さく，実質上ほとんど無視で
きる．
他方，FDTD 法では消光比と挿入損を，実際の伝搬
界に基づいて評価する．消光比は

ER = 10 log

PTM
PTE

(11)

ここで，PTM と PTE は，それぞれ出力導波路で観察
された TE，TM モード成分のパワーである．挿入損は

Lins

PTM
= −10 log
Pin

(12)

ここで Pin は入射されたパワーであり，入力導波路の

TE 波基本固有モードとしている．
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図 2 EACW を用いた偏波変換器．(a) 透視図，(b) 偏波
変換部の断面図，(c) 変換部で生じる二つのモード
の光軸
Fig. 2 Polarization converter using EACWs: (a) perspective view, (b) cross-sectional view of the
converter, (c) optical axes of the two modes
generated in the converter.
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Fig. 3

図 3 消光比と挿入損の波長特性
Extinction ratio and insertion loss as a
function of wavelength.
Fig. 4

図 4 偏波変換長と挿入損
Conversion length and insertion loss as a joint
function of wt and γ/wt .

と固定している．また，偏波変換部の長さを zg と定
義する．高屈折率部及びクラッドの屈折率を設計中
心波長 λ = 1.55 μm でそれぞれ，nt = 3.476 (Si)，

る．このことから，固有モード界のみで行う本論文の

ncl = 1.444 (SiO2 ) とし，Sellmeier の分散式を用い

手法は効率良く偏波変換器の特性を見積もることがで

て変化させる．

きる，といえる．

図 3 の黒線で消光比の波長特性を示す．固有モード

図 4 に設計中心波長 λ = 1.55 μm における，導波

解析から得られる最適な偏波変換長は Lc = 6.26 μm

路幅と欠損量に対する，偏波変換長と挿入損を示す．

であるが，デバイス長を zg = 6.7 μm として，Lc に比

図 4 は文献 [22] の図 4 に相当するが，文献 [22] では，

べわずかに長く選んでいる．その結果，消光比のピー

挿入損の評価をモード界不整合損のみで評価していた

ク値は 2 か所現れ，波長特性は双峰性となる．結果と

のに対して，本図では偏波変換損まで考慮した式 (10)

して 1.3 μm から 1.7 μm の広帯域にわたり，15 dB 以

で評価している．ただし，デバイス長を最適値として

上の消光比特性が得られる．図 3 では，式 (9) の結

いるため，偏波変換損の影響は極めて小さい．その結

果と FDTD 法による結果を併記しており，両者のよ

果，両者の結果はほとんど同じになっている．変換長

く一致していることが見出せる．なお，EACW では，

の短軸化と低損失化はトレードオフの関係にあり，欠

構造上から 1st モードと 2nd モードの励振振幅はよく

損部が大きいほど変換長は短くなるが，挿入損は大き

揃っており，式 (8) で決定される θ はほぼ 45◦ であ

くなる．図 4 には図 3 において取り上げたモデルの

る．そのため，式 (4) で偏波変換効率を算出してもほ

位置をマークしてある．なお，ここで注意すべきこと

とんど同じ結果を与えるので，式 (7) を用いた結果の

は，図 3 では図 4 と異なり，広帯域化のためにデバイ

みを示している．

ス長を最適長からわずかに長く選んでいる点である．

図 3 はまた，赤線で挿入損特性を示している．式

(10) による評価が FDTD 法から得られる値と再びよ
く一致しているのがわかる．換言すると，接続部で生
じるエバネッセント波，多重反射，コヒーレント結合

このため，λ = 1.55 μm での図 3 のデータは図 4 と
はやや異なる．

5. スロット導波路

の影響を無視したことが妥当であったことを意味して

本章では，図 1 (h) に示した断面構造を有するスロッ

いる．注目すべき点は両者の計算時間に大きな差が

ト導波路における偏波変換器について述べる．実用的

あることである．例えば，単一 CPU のワークステー

には，SiO2 基板に Si で構成された高屈折率部を設け，

ションを使用した場合，特定の波長の特性を計算する

クラッドを空気とすべきであるが，本論文では，動作

のに約 1 日要する計算が，30 分程度にまで短縮でき

の確認を主眼として，低屈折率部は全て SiO2 で構成
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図 5

偏波変換器を用いたスロット導波路と Si 細線導波
路の接続．(a) 透視図，(b) スロット導波路，(c) 変
換部，(d) Si 細線導波路
Fig. 5 Connection between slot and Si-wire waveguides using a polarization converter: (a) perspective view, (b) slot waveguide, (c) converter, (d) Si-wire waveguide.

伝搬界分布．(a) x–z 面での |Ex | 分布，(b) x–z 面
での |Ey | 分布，(c) x–y 面での |Ex | と |Ey | 分布
Fig. 6 Propagating ﬁelds: (a) |Ex | distribution in
the x–z plane, (b) |Ey | distribution in the x–z
plane, (c) |Ex | and |Ey | distributions in the
x–y plane.
図6

されている場合を検討する．なお，入射導波路は TE
モード動作とする．出力導波路もスロット導波路とす
ることはもちろん可能であるが [21]，本論文では，む
しろ出力導波路を Si 細線導波路として，偏波変換と
同時に導波路変換も行うことを意図する．図 5 に全体
図を示す．スロット導波路と Si 細線導波路が縦に接続
された構造となっており，従来提案されてきた，両導
波路を平行においてスーパーモード結合を利用する場
合に比べ [29]，コンパクトにできる利点がある．
構造パラメータを以下のように選ぶ．nH = 3.476，

Fig. 7

図 7 消光比の波長特性
Extinction ratio as a function of wavelength.

nL = 1.444，h = 0.24 μm，wH = 0.16 μm，ws =
0.06 μm，d = 0.16 μm，γ/wH = 0.25．固有モードの

いることがわかる．スロット導波路では，界の主たる

解析には 4. と同様に YM-BPM を用いる．この構造で

部分がスロット部に局在しているため，入力部での反

は波長 λ = 1.55 μm で，偏波変換長は zg = 15.9 μm

射は非常に小さい．この場合のリターンロスは 40 dB

と算出される．

以上である．他方，出力部では入力部よりやや大きい

図 6 に波長 λ = 1.55 μm での伝搬界分布を示す．

反射が生じ，リターンロスは 30 dB と算出される．

(a)，(b) は x–z 断面の界分布であり，それぞれ TE，

次に，消光比と挿入損の波長特性を検討する．4. で

TM モードの主成分である Ex ，Ey 成分を示している．

扱った EACW では，デバイス長を最適な変換長より

ただし，(a) では導波路の中央にあたる y = 0 μm で，

もわずかに長くすることで広帯域特性が得られた．し

他方 (b) では，偏波変換された界が最大となるクラッ

かしながら，予備的な計算によると，スロット導波路

ドとの境界 (y = 0.12 μm) での界を示している．(c)

では，伝搬定数の変化が EACW とは異なり，双峰特

では，点線で示す伝搬距離でそれぞれ観察される x–y

性を得ることができない．そこで，デバイス長を最適

断面での代表的な界を示しており，一番下の図は入

な変換長に等しく選んだ場合 (zg = Lc ) に言及する．

力した TE 基本モードに相当する．図より，入力した

図 7 と図 8 に消光比と挿入損の波長特性の結果を

TE モードが TM モードへ短い伝搬長で偏波変換して

それぞれ示す．予想されるように，消光比は設計波長
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