
JP 2015-191111 A 2015.11.2

10

(57)【要約】
【課題】　半導体により形成された導波路を用いた光分
岐挿入装置、該光分岐挿入装置を含む光スイッチ、およ
び光分岐挿入装置の製造方法を提供すること。
【解決手段】　本光分岐挿入装置１００は、半導体で形
成され、入力部、出力部、挿入部および抜出部を有する
導波路構造と、導波路構造中に形成され、入力部からの
光信号を分岐させる分岐素子１１４と、分岐素子１１４
により分岐された光信号がそれぞれ伝播する導波路構造
中の複数の導波路であって、互いに略同一のグレーティ
ングが形成された複数のグレーティング導波路１２０，
１２２と、複数のグレーティング導波路１２０，１２２
のグレーティングに接して形成され、電気的に屈折率が
変化する媒体層１４０と、媒体層１４０上に形成された
電極層１４４とを含む。電極層１４０に対する印加電圧
に応じて、特定波長チャネルの光信号の挿入および抜出
が切り替えられる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光分岐挿入装置であって、
　半導体で形成され、入力部、出力部、挿入部および抜出部を有する導波路構造と、
　前記導波路構造中に形成され、前記入力部からの光信号を分岐させる分岐素子と、
　前記分岐素子により分岐された光信号がそれぞれ伝播する前記導波路構造中の複数の導
波路であって、互いに略同一のグレーティングが形成された複数のグレーティング導波路
と、
　前記複数のグレーティング導波路のグレーティングに接して形成され、電気的に屈折率
が変化する媒体層と、
　前記媒体層上に形成された電極層と
　を含み、前記電極層に対する印加電圧に応じて、特定波長チャネルの光信号の挿入およ
び抜出が切り替えられる、光分岐挿入装置。
【請求項２】
　前記分岐素子は、前記複数のグレーティング導波路各々の一方に接続され、前記入力部
からの光信号を分岐させて前記複数のグレーティング導波路各々に出力するとともに、前
記複数のグレーティング導波路各々で反射された特定波長チャネルの光信号を前記抜出部
へ合流させる第１の分岐合流素子であり、前記光分岐挿入装置は、
　前記複数のグレーティング導波路各々の他方に接続され、前記挿入部からの光信号を分
岐させて前記複数のグレーティング導波路各々に出力するとともに、前記複数のグレーテ
ィング導波路各々からの光信号を前記出力部へ合流させる第２の分岐合流素子
　をさらに含む、請求項１に記載の光分岐挿入装置。
【請求項３】
　前記分岐合流素子は、マルチモード干渉カプラである、請求項２に記載の光分岐挿入装
置。
【請求項４】
　前記分岐素子は、前記複数の導波路を包含し、前記複数のグレーティング導波路のグレ
ーティングが前記分岐素子の略中央に形成されており、前記分岐素子は、
　前記入力部からの光信号を前記複数のグレーティング導波路各々に分岐させるとともに
、前記複数のグレーティング導波路各々のグレーティングを透過した光信号を前記出力部
へ合流させ、かつ、
　前記入力部から前記複数のグレーティング導波路各々へ伝搬されて反射面で反射された
光信号を前記抜出部へ合流させ、かつ、
　前記挿入部からの光信号を前記複数のグレーティング導波路各々に分岐させるとともに
、前記挿入部から前記複数のグレーティング導波路各々へ伝搬されて反射面で反射された
光信号を前記出力部へ合流させる、請求項１に記載の光分岐挿入装置。
【請求項５】
　前記媒体層は、液晶である、請求項１～４のいずれか１項に記載の光分岐挿入装置。
【請求項６】
　前記液晶は、強誘電性液晶である、請求項５に記載の光分岐挿入装置。
【請求項７】
　前記媒体層は、電気光学結晶である、請求項１～４のいずれか１項に記載の光分岐挿入
装置。
【請求項８】
　前記導波路構造は、リブ型のシリコン導波路であり、前記複数のグレーティング導波路
各々のグレーティングは、複数のシリコン導波路の表面が溝切られて形成される、請求項
１～７のいずれか１項に記載の光分岐挿入装置。
【請求項９】
　前記複数のグレーティング導波路のグレーティングは、それぞれ異なる複数の周期構造
が交互に配置された構造を有する、請求項１～８のいずれか１項に記載の光分岐挿入装置
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。
【請求項１０】
　前記導波路構造のグレーティングが形成された領域以外の導波路を覆う下部スペーサ層
と、下部スペーサ上の上部スペーサ層とを含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の光
分岐挿入装置。
【請求項１１】
　１以上の光分岐挿入部を含む光スイッチであって、前記光分岐挿入部は、それぞれ、
　半導体で形成され、入力部、出力部、挿入部および抜出部を有する導波路構造と、
　前記導波路構造中に形成され、前記入力部からの光信号を分岐させる分岐素子と、
　前記分岐素子により分岐された光信号がそれぞれ伝播する前記導波路構造中の複数の導
波路であって、互いに略同一のグレーティングが形成された複数のグレーティング導波路
と、
　前記複数のグレーティング導波路のグレーティングに接して形成され、電気的に屈折率
が変化する媒体層と、
　前記媒体層上に形成された電極層と
　を含み、前記光分岐挿入部は、前記電極層に対する印加電圧に応じて、特定波長チャネ
ルの光信号の挿入および抜出が切り替えられる、光スイッチ。
【請求項１２】
　第１の光分岐挿入部の出力部と、第２の光分岐挿入部の入力部とが接続され、前記第１
の光分岐挿入部および前記第２の光分岐挿入部は、異なる特定波長チャネルの光信号の挿
入および抜出を切り替えるものである、請求項１１に記載の光スイッチ。
【請求項１３】
　光分岐挿入装置を製造する製造方法であって、
　半導体層をパターニングして、入力部、出力部、挿入部および抜出部を有する導波路構
造であって、前記導波路構造中の前記入力部からの光信号を分岐させる分岐素子と、前記
分岐素子により分岐された光信号をそれぞれ伝播させ、互いに略同一のグレーティングが
形成された前記導波路構造中の複数のグレーティング導波路とを含む導波路構造を形成す
る工程と、
　前記複数のグレーティング導波路のグレーティングに接し、かつ、前記半導体層と電極
層との間に、電気的に屈折率が変化する媒体層を形成する工程と
　を含む、製造方法。
【請求項１４】
　前記媒体層を形成する工程は、前記電極層が表面に形成された基板を、前記導波路構造
を有する基板に間隔を設けて貼り合わせる工程と、前記間隔が構成する空間に強誘電性材
料を真空注型法により充填する工程とを含む、請求項１３に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光分岐挿入装置に関し、より詳細には、半導体により形成された導波路を用
いた光分岐挿入装置、該光分岐挿入装置を含む光スイッチ、および光分岐挿入装置の製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　波長分割多重方式（ＷＤＭ：Wavelength Division Multiplex）は、複数の異なる波長
の光信号を一つのファイバで伝送する光通信方式である。光通信ネットワークにおいて通
信路を増加させずに大容量化および高速化を図れることから、ＷＤＭによる光通信ネット
ワークの実現が期待されている。光通信ネットワークにおいては、光信号のルーティング
の際に光スイッチが必要となり、光スイッチとしては、特定波長のチャネルに対し、光の
分岐、挿入および切替を行う機能が要求される。
【０００３】
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　これまで、再構成可能な光分岐挿入岐装置として、非特許文献１に開示された技術が知
られている。非特許文献１は、熱光学効果を用いたシリコングレーティング導波路に基づ
く再構成可能な光分岐挿入装置を開示する。非特許文献１に開示される光スイッチは、シ
リコン導波路と、方向性カプラと、シリコン導波路中に形成されたシリコングレーティン
グとを備える。シリコングレーティング上に金属薄膜の加熱素子および電極パッドが設け
られ、加熱素子を発熱させることにより、シリコンの屈折率を変化させ、波長選択的に光
の分岐、挿入が行われる。
【０００４】
　また、本発明者等は、非特許文献２において、強誘電性液晶を装荷したシリコングレー
ティング導波路構造の光波長可変フィルタを報告している。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】T. Chu, et al.，”Tunable Optical Add-Drop Multiplexer Based on 
Silicon Photonic Wire Waveguides”，IEEE Photonics Technology Letters，Vol. 18，
No. 13，July 2006.
【非特許文献２】A. Kato, et al.，”A Sampled Grating in an SOI Waveguide for Nar
row-band Tunable Wavelength Filter”，OECC2013, ThK3-6, Kyoto, Japan, July, 2013
.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記非特許文献１に開示される従来技術では、熱光学効果により屈折率
を変化させている。このため、光スイッチの切り替え時のみならず、状態を維持する際に
も絶えず温度を維持する必要があり、消費電力の観点から充分なものではなかった。さら
に、高密度に集積した場合の素子間の熱干渉の観点から充分なものではなかった。また、
スイッチング動作の応答速度の観点からも充分なものではなかった。上記非特許文献２に
開示される従来技術では、１入力１出力であるため、反射光を取り出すことが難しかった
。
【０００７】
　本発明は、上記従来技術における課題に鑑みてなされたものであり、本発明は、状態維
持のための消費電力を低減し、素子間の干渉が起こり難く、応答速度も改善された、波長
チャネル選択的に光信号の分岐および挿入を切り替えることが可能な、新規な光分岐挿入
装置、光スイッチおよび製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するために、下記特徴を有する光分岐挿入装置を提供する。
本光分岐挿入装置は、半導体で形成され、入力部、出力部、挿入部および抜出部を有する
導波路構造を有する。上記導波路構造中には、入力部からの光信号を分岐させる分岐素子
と、該分岐素子により分岐された光信号がそれぞれ伝播する複数の導波路であって、互い
に略同一のグレーティングが形成された複数のグレーティング導波路とが形成される。本
光分岐挿入装置は、さらに、上記複数のグレーティング導波路のグレーティングに接して
形成され、電気的に屈折率が変化する媒体層と、媒体層上に形成された電極層とを含み、
上記電極層に対する印加電圧に応じて、特定波長チャネルの光信号の挿入および抜出が切
り替えられる。
【０００９】
　本発明によれば、また、１以上の光分岐挿入部を含む光スイッチであって、光分岐挿入
部が、それぞれ、半導体で形成され、入力部、出力部、挿入部および抜出部を有する導波
路構造と、導波路構造中に形成され、入力部からの光信号を分岐させる分岐素子と、分岐
素子により分岐された光信号がそれぞれ伝播する導波路構造中の複数の導波路であって、



(5) JP 2015-191111 A 2015.11.2

10

20

30

40

50

互いに略同一のグレーティングが形成された複数のグレーティング導波路と、複数のグレ
ーティング導波路のグレーティングに接して形成され、電気的に屈折率が変化する媒体層
と、媒体層上に形成された電極層とを含む。上記光スイッチでは、上記電極層に対する印
加電圧に応じて、特定波長チャネルの光信号の挿入および抜出が切り替えられる。
【００１０】
　本発明によれば、さらに、光分岐挿入装置を製造する製造方法が提供される。本製造方
法は、半導体層をパターニングして、入力部、出力部、挿入部および抜出部を有する導波
路構造であって、導波路構造中の入力部からの光信号を分岐させる分岐素子と、該分岐素
子により分岐された光信号をそれぞれ伝播させ、互いに略同一のグレーティングが形成さ
れた導波路構造中の複数のグレーティング導波路とを含む導波路構造を形成する工程と、
上記複数のグレーティング導波路のグレーティングに接し、かつ、上記半導体層と電極層
との間に、電気的に屈折率が変化する媒体層を形成する工程とを含む。
【発明の効果】
【００１１】
　上記構成により、状態維持のための消費電力を低減し、素子間の干渉が起こり難く、応
答速度も改善された、波長チャネル選択的に光信号の分岐および挿入を切り替えることが
可能な、新規な光分岐挿入装置、光スイッチおよび製造方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態による光分岐挿入装置の構造の模式図。
【図２】本発明の実施形態による光分岐挿入装置における（Ａ）導波路の断面図および（
Ｂ）グレーティング導波路のグレーティング構造の断面図。
【図３】本発明の実施形態による光分岐挿入装置の製造方法を示す図。
【図４】他の実施形態による光分岐挿入装置におけるグレーティング導波路のグレーティ
ング構造の断面図。
【図５】本発明の実施形態による光分岐挿入装置の素子構成を示す模式図。
【図６】（Ａ，Ｂ）出力ポートおよび抜出ポートの理論特性を示すグラフおよび（Ｃ，Ｄ
）出力ポートおよび抜出ポートの測定された出力特性を示すグラフ。
【図７】本発明の実施形態による光分岐挿入装置における波長選択的なスイッチ動作を説
明する図。
【図８】本発明の実施形態による光分岐挿入装置を複数集積させた光スイッチの例を示す
図。
【図９】本発明の実施形態による光分岐挿入装置を複数集積させた光スイッチの他の例を
示す図。
【図１０】本発明の実施形態による光分岐挿入装置を複数集積させた光スイッチのさらに
他の例を示す図。
【図１１】本発明の実施形態による光分岐挿入装置を複数集積させた光スイッチのまたさ
らに他の例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について、図面に示した実施の形態をもって説明するが、本発
明の実施形態は、図面に示した実施の形態に限定されるものではない。
【００１４】
　本発明の実施形態による光分岐挿入装置は、入力部、出力部、挿入部および抜出部を有
する半導体の導波路構造を有し、この導波路構造中に、互いに略同一のグレーティングが
形成された複数のグレーティング導波路を備えた、干渉型の光分岐挿入装置である。本光
分岐挿入装置は、上記複数のグレーティング導波路のグレーティングに接して形成された
電気的に屈折率が変化する媒体層と、上記媒体層上に形成された電極層とを含む。上記電
極層に対する印加電圧に応じて、上記媒体層の屈折率が変化し、これに伴い上記複数のグ
レーティング導波路の等価屈折率が変化する。これによって、特定波長チャネルの光信号
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の挿入および抜出が切り替えられるよう構成されている。
【００１５】
　以下、図１～図７を参照しながら、本発明の実施形態による光分岐挿入装置について説
明する。図１は、本発明の実施形態による光分岐挿入装置１００の構造を模式的に示す図
である。図１（Ａ）は、斜視図を示し、図１（Ｂ）は、側面図を示す。
【００１６】
　図１に示す光分岐挿入装置１００は、ＳＯＩ（Silicon On Insulator）基板を用いたシ
リコン導波路を基本として構成されており、下部シリコン層１０２と、二酸化シリコンな
どの絶縁層１０４と、導波路が形成されたガイド層１０６とを含み構成される。
【００１７】
　ガイド層１０６には、フォト・リソグラフィ法などにより、所定の導波路構造がパター
ニングされている。導波路構造には、２つのマルチモード干渉（ＭＭＩ：Multi-Mode Int
erferometer）カプラ１１４，１２８と、略同一のグレーティングを有する２つの並列な
グレーティング導波路１２０，１２２とが形成されている。図１に示す光分岐挿入装置１
００は、Ｍａｃｈ－Ｚｅｈｎｄｅｒ干渉計型の構造を有している。
【００１８】
　導波路構造には、入力（ＩＮＰＵＴ）ポート１１０、抜出（ＤＲＯＰ）ポート１１２、
出力（ＴＨＲＯＵＧＨ）ポート１３０および挿入ポート（ＡＤＤ）１３２が形成されてい
る。入力ポート１１０および抜出ポート１１２は、それぞれ、第１のＭＭＩカプラ１１４
に接続され、第１のＭＭＩカプラ１１４からは、両グレーティング導波路１２２，１２２
それぞれへアーム１１６，１１８が延びている。両グレーティング導波路１２２，１２２
のもう一方側からは、それぞれ第２のＭＭＩカプラ１２８へアーム１２４，１２６が延び
ており、第２のＭＭＩカプラ１２８は、出力ポート１３０および挿入ポート１３２それぞ
れへ接続される。
【００１９】
　入力ポート１１０には、典型的には、波長分割多重方式の光信号が入力される。第１の
ＭＭＩカプラ１１４は、入力ポート１１０からの光信号を等分岐させて複数のグレーティ
ング導波路１２０，１２２各々へ伝搬させるとともに、複数のグレーティング導波路１２
０，１２２各々で反射された特定波長チャネルの光信号を抜出ポート１１２へ合流させる
。第１のＭＭＩカプラ１１４は、本実施形態における分岐素子および第１の分岐合流素子
を構成する。
【００２０】
　第２のＭＭＩカプラ１２８は、挿入ポート１３２からの光信号を分岐させて両グレーテ
ィング導波路１２０、１２２各々に伝搬させる。第２のＭＭＩカプラ１２８は、同時に、
入力ポート１１０から複数のグレーティング導波路１２０、１２２を透過してきた特定波
長以外の波長チャネルの光信号および挿入ポート１３２からの複数のグレーティング導波
路１２０，１２２各々で反射された特定波長チャネルの光信号を出力ポート１３０へ合流
させる。第２のＭＭＩカプラ１２８は、本実施形態における第２の分岐合流素子を構成す
る。
【００２１】
　グレーティング導波路１２０，１２２は、典型的には、ガイド層１０６の表面をエッチ
ングして形成された表面レリーフグレーティングとして構成される。グレーティング導波
路１２０，１２２は、所定のＢｒａｇｇ波長を有しており、Ｂｒａｇｇ波長を中心とした
鋭利な波長選択性を有するストップバンドを示す。グレーティング導波路１２０，１２２
のグレーティング構造は、電子線ビーム・リソグラフィ法でなどによって作成される。
【００２２】
　本実施形態においては、ガイド層１０６上には、電極層１４４が設けられており、ガイ
ド層１０６および電極層１４４に挟まれるように、グレーティング導波路１２２，１２２
に接して媒体層１４０が形成されている。媒体層１４０は、液晶または電気光学結晶とい
った、印加電圧に応じて屈折率を変化させられる材料で形成される。
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【００２３】
　電力消費を低減する観点からは、好ましい実施形態では、媒体層１４０として、強誘電
性液晶材料（ＦＬＣ：Ferro-electric Liquid Crystal）を用いることができる。以下、
説明する実施形態では、媒体層１４０にＦＬＣを用いるものとして説明を続ける。
【００２４】
　ＦＬＣは、配向をそろえるためのラビング処理が行われた後に注入され、特定の配向特
性を有する。ＦＬＣ分子の配向方向は、ＦＬＣに印加される電圧に応じて傾き、屈折率を
変化させる。このＦＬＣをクラッド層として用いることで、グレーティング導波路１２０
，１２２のＢｒａｇｇ条件を変化させ、波長選択性を与えることが可能となる。強誘電性
液晶材料は、他の電気光学効果に比べて大きな屈折率差を有し、かつ、双安定性を有して
いる。ＦＬＣが有する双安定性により、電力消費することなくスイッチ状態を維持するこ
とが可能となる。このような観点から、媒体層１４０として、ＦＬＣを好適に用いること
ができる。
【００２５】
　電極層１４４は、酸化インジウム錫（ＩＴＯ：Indium Tin Oxide）、アルミドープ酸化
亜鉛（ＡＺＯ：Aluminum doped Zinc Oxide）やガリウムドープ酸化亜鉛（ＧＺＯ：Galli
um doped Zinc Oxide）などの透明電極材料などを用いることができる。
【００２６】
　電極層１４４と、ガイド層１０６との間には、外部電源からの電圧が印加されており、
電極層１４４およびガイド層１０６の間に挟まれた媒体層１４０に所定方向の電界が印加
される。
【００２７】
　ＦＬＣ分子は、光異方性を有し、電極層１４４の表面に被覆される配向膜１４２によっ
て初期配向が与えられる。そして、上部クラッドとして装荷したＦＬＣへの印加電界の方
向を変えることで、光の伝播方向に対するＦＬＣ分子の配向方向を初期配向から±θｔｉ

ｌｔで変化させることができる。
【００２８】
　導波路から媒体層１４０に染み出したエバネッセント成分は、印加電圧の極性による媒
体層１４０の屈折率変化の影響を受ける。このため、媒体層１４０を装荷したグレーティ
ング導波路１２０，１２２における等価屈折率（ＴＥ偏光に対する屈折率）が変化し、グ
レーティング導波路１２０，１２２のストップバンドの中心波長であるＢｒａｇｇ波長が
シフトする。これにより、印加電圧に応答して、特定波長チャネルの光信号の挿入および
抜出の切り替えが実現される。
【００２９】
　グレーティング導波路１２０，１２２は、ＵＧ（Uniform Grating）構造またはＳＧ（S
ampled Grating）構造を有することができる。ストップバンドを狭くする観点からは、好
ましい実施形態では、グレーティング導波路１２０，１２２としては、ＵＧ構造に対して
周期的にグレーティング構造を間引いた構造を有するＳＧ構造を採用することができる。
ＳＧ構造を採用することで、結合係数を等価的に低減することが可能となる。
【００３０】
　また、グレーティング領域間の位相整合を取り易くする観点からは、より好ましい実施
形態では、ＳＧ構造を構成するグレーティング領域およびスペース領域におけるスペース
領域に、Ｂｒａｇｇ波長の異なる短周期のサブグレーティング領域を同一のデューティ比
で設けることができる。これによって、ＳＧ構造全体として等価屈折率が一定となるよう
にし、位相整合を容易とすることが可能となる。
【００３１】
　図２は、本発明の実施形態による光分岐挿入装置１００における（Ａ）導波路の断面図
および（Ｂ）グレーティング導波路１２０，１２２のグレーティング構造の断面図である
。図２に示す実施形態では、導波路構造は、厚みＤを有するガイド層１０６をパターニン
グして形成されたリブ型導波路であり、リブ型導波路は、高さＨおよび幅Ｗを有する。



(8) JP 2015-191111 A 2015.11.2

10

20

30

40

50

【００３２】
　パターニングされたガイド層１０６上には、スペーサ層として、二酸化シリコン層１０
８が堆積されており、そのうちのグレーティング導波路１２０，１２２に対応する領域で
二酸化シリコン層１０８が除去されている。二酸化シリコン層１０８の除去された空間に
ＦＬＣが充填され、媒体層１４０が構成される。グレーティング導波路１２０，１２２に
対応する領域以外の部分を二酸化シリコン層１０８で覆いクラッドとすることによって、
他の部分の屈折率がＦＬＣにより変化しないよう保護している。
【００３３】
　図２（Ｂ）に示すように、好ましい実施形態では、上記グレーティング導波路１２０，
１２２のグレーティングは、それぞれ異なる２つの周期構造が交互に配置された構造を有
することができる。間引いたスペース部分に、短周期のサブグレーティング領域を設ける
ことで、ストップバンドを狭くするとともに、ＳＧ構造全体で等価屈折率が一定になるよ
うにしつつ位相整合を容易にしている。
【００３４】
　図２（Ｂ）に示すグレーティング導波路１２０，１２２のグレーティングは、深さＨＧ

を有し、メイングレーティング構造が第１周期Λ１で形成され、サブグレーティング構造
が第２周期Λ２で形成されている。そして、それぞれのメイングレーティング構造および
サブグレーティング構造の長さをそれぞれメイングレーティング構造の３周期分３Λ１（
例示では、サブグレーティング構造の４周期分４Λ２に等しい。）とし、交互にＮ組形成
することで、全体のグレーティング領域長ＬＧ（＝６×Λ１×Ｎ）としている。
【００３５】
　グレーティングの深さＨＧが大きくなると、凹凸による屈折率の変化が大きくなるため
、強く反射され、ストップバンドが広くなる。シリコン導波路では、クラッドとコアとの
屈折率差が大きいため、わずかな深さでも比較的大きな結合係数となる。このため、深さ
ＨＧをより浅くすることにより、ストップバンドをより狭くすることができる。好ましい
実施形態では、例えば、高さＨを５０～１００ｎｍとし、幅Ｗを１～３μｍとした導波路
において、深さＨＧは、好ましくは、５ｎｍ～１５ｎｍ程度とすることができる。
【００３６】
　また、ストップバンドを狭くする観点からは、好適な実施形態では導波路およびクラッ
ドの屈折率の中間の屈折率を有する材料で、グレーティングの溝を埋めるようにしてもよ
い。例えば、シリコンの屈折率である３．４８と、二酸化シリコンの屈折率である１．４
５との中間の２．０程度の屈折率を有する材料で、グレーティングの溝を埋めることがで
きる。このように、他の材料でグレーティングの溝を埋めることで、グレーティング構造
における屈折率の変化を小さくし、ストップバンドを狭くすることができる。
【００３７】
　さらに、図２（Ｂ）に示す例では、メイングレーティング構造およびサブグレーティン
グ構造の長さを等しくしている。しかしながら、ストップバンドを狭くする観点からは、
より好ましい実施形態では、所定波長をターゲットとしたメイングレーティング領域と、
間引きのためのサブグレーティング領域との比を、サブグレーティング領域の方が大きく
なるように構成することができる。このように、間引き量を増やすことによって、ストッ
プバンドをより狭くすることができる。
【００３８】
　図３は、本発明の実施形態による光分岐挿入装置１００を作成する製造方法を示す図で
ある。図３（Ａ）～図３（Ｅ）には、本発明の実施形態による製造方法の各段階における
グレーティング導波路のグレーティング構造の断面図が示されている。
【００３９】
　図３（Ａ）に示すように、製造方法の第１の工程では、まず、半導体のガイド層１０６
をパターニングし、入力ポート、出力ポート、挿入ポートおよび抜出ポートを有する導波
路構造を形成する。ここで形成される導波路構造中には、導波路構造中の入力ポートから
の光信号を分岐させる複数のＭＭＩカプラ１１４と、ＭＭＩカプラ１１４により分岐され
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た光信号をそれぞれ伝播させ、互いに略同一のグレーティングが形成された２つのグレー
ティング導波路１２０，１２２とが含まれる。
【００４０】
　グレーティング構造は、好ましくはフィールドサイズ変調法を用いて、電子線ビーム・
リソグラフィによりパターニングすることができる。電子線描画によりパターンを描画し
、反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）によってシリコンのガイド層１０６上にＳＧ構造を
形成することができる。また、導波路構造は、グレーティングのパターニングを行った後
、既存のフォト・リソグラフィ法により、ガイド層１０６をパターニングして作成するこ
とができる。
【００４１】
　続く、製造方法の第２の工程では、図３（Ｂ）に示すように、パターニングされたガイ
ド層１０６上に二酸化シリコン層１０８を堆積させる。第３の工程では、図３（Ｃ）に示
すように、二酸化シリコン層１０８の一部をエッチング除去し、グレーティング構造を露
出させる。エッチングは、ＲＩＥ、ウエットエッチング、またはこれらの組み合わせによ
り実施することができる。
【００４２】
　第４の工程では、ＩＴＯ基板など表面に電極層１４４を有するガラス基板１４６をＳＯ
Ｉ基板に張り合わせて接着封止し、二酸化シリコン層１０８のエッチング除去された空間
を形成する。二酸化シリコン層１０８は、ガイド層１０６と電極層１４４との間に所定の
間隔を与えるスペーサ層としてはたらく。
【００４３】
　第５の工程では、除去した二酸化シリコン層１０８の間隔により構成される空間内にＦ
ＬＣを充填する。ＦＬＣの充填は、真空注型法により行うことができる。真空注型法では
、まず、封止された空間に小さな穴をあけて、その穴にＦＬＣを塗布し、デバイスを真空
チャンバ中に置く。そして、チャンバ内を真空引きした後、ＦＬＣが流動化する温度まで
チャンバ内の温度を上昇させる。このとき、常圧に戻すことにより、圧力差によりＦＬＣ
が空間内に流入する。開けた小さな穴は、紫外線硬化樹脂などにより封止される。
【００４４】
　図３に示した製造方法により、本発明の実施形態による光分岐挿入装置１００を好適に
作成することが可能となる。
【００４５】
　なお、図１～図３に示した構造は、リブ型のシリコン導波路を用いて説明した。リブ型
のシリコン導波路は、線状導波路に比較して、加工が容易であるという観点から好ましい
。しかしながら、他の実施形態では、角形状の細線状の導波路構造としてもよい。また、
導波路に形成されるグレーティングとしては、リブ型導波路の表面にグレーティングの溝
を刻む表面レリーフグレーティングを用いて説明した。表面レリーフグレーティングは、
グレーティングを電子ビーム・リソグラフィ法で、導波路構造をグレーティングとは別の
フォト・リソグラフィ法で、分けて形成することができ、製造が容易といえる。また、溝
構造上にＦＬＣを堆積すると、ＦＬＣ分子の配向状態を良好に保持しやすいという利点も
ある。しかしながら、グレーティングの具体的形状は、限定されるものではなく、細線状
の導波路の側面に溝を刻む構造としてもよい。
【００４６】
　また、図１～図３に示した構造では、スペーサ層として、単一材料で構成された二酸化
シリコン層１０８のみを用いる構造とした。しかしながら、他の実施形態では、スペーサ
層を複数の材料で複層構成してもよい。図４は、他の実施形態による光分岐挿入装置にお
けるグレーティング導波路のグレーティング構造の断面図を示す。図４に示す構造では、
スペーサ層は、２層構造１０８，１４８となっており、これにより、液晶領域と、非液晶
領域の屈折率の整合をとることができる。例えばＴａ２Ｏ５をＳｉＯ２に混合し、負電圧
印加時のＦＬＣの屈折率に適合するよう屈折率を調整した下部スペーサ層１４８をガイド
層１０６の上および二酸化シリコン層１０８の下に設けることができる。液晶領域と、非
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液晶領域との屈折率の整合をとることで、液晶装荷領域に入る際の余計な反射を防止する
ことができる。
【００４７】
　図５は、本発明の実施形態による光分岐挿入装置１００の素子構成を模式的に示す上面
図である。図５（Ａ）は、図１に示したＭａｃｈ－Ｚｅｈｎｄｅｒ干渉計型の構成を有す
る光分岐挿入装置１００の素子構成を例示する。
【００４８】
　図５（Ａ）に示すように、本発明の実施形態による光分岐挿入装置１００の素子構成２
００には、２つのＭＭＩカプラ２０２，２１０が含まれる。入力（ＩＮＰＵＴ）ポートに
光信号が入射されると、ＭＭＩカプラ２０２によって等分岐されるが、このとき、ＭＭＩ
カプラ２０２は、対角のアームに出力される光の位相が入射光より９０°遅れるように、
設計されている。
【００４９】
　このため、図５（Ａ）中の吹き出しで示しているように、入力（ＩＮＰＵＴ）ポートに
入射され、上段の矢印で示す方向に伝搬する光信号に対して、下段の矢印で示す方向に伝
播する光信号の位相が９０°遅れることになる。ここで、グレーティング導波路２０４，
２０６のストップバンドに対応する波長チャンネルの光信号を考えると、グレーティング
導波路２０４，２０６のグレーティングによって反射された光信号に対しても、この位相
関係が適用される。
【００５０】
　つまり、グレーティング導波路２０４，２０６各々のからの反射光は、ＭＭＩカプラ２
０２に入力されると、入力（ＩＮＰＵＴ）ポートに対しては、上段および下段の導波路で
反射された光信号の位相が逆相となり、このため、反射光が出力されない。一方で、抜出
（ＤＲＯＰ）ポートに対しては、上段のグレーティング導波路２０４のグレーティングで
反射された光信号が、対角の抜出（ＤＲＯＰ）ポートに伝搬するときに９０°位相が遅れ
るため、下段のグレーティング導波路２０６のグレーティングで反射された反射光と－９
０°で同相になる。このため、抜出（ＤＲＯＰ）ポートからのみ、グレーティングで反射
された光信号が出力される。
【００５１】
　挿入（ＡＤＤ）ポートから挿入された光信号についても同様であり、挿入（ＡＤＤ）ポ
ートから出力（ＴＨＲＯＵＧＨ）ポートへ出射される。挿入（ＡＤＤ）ポートから挿入さ
れ、上段および下段の導波路各々で反射された光信号の位相は、逆相となり、挿入（ＡＤ
Ｄ）ポートへは反射光が出力されない。
【００５２】
　ここで、グレーティング導波路２０４，２０６のストップバンド以外の領域に対応する
波長チャンネルの光信号を考える。入力（ＩＮＰＵＴ）ポートからＭＭＩカプラ２０２で
分岐され、上段のグレーティング導波路２０４を透過してきた光信号が後段のＭＭＩカプ
ラ２１０に入力されると、対角の出力（ＴＨＲＯＵＧＨ）ポートに伝搬するときに９０°
移動が遅れる。一方、下段のグレーティング導波路２０６のグレーティングを透過し、そ
のまま出力（ＴＨＲＯＵＧＨ）ポートに出力された透過光は、前段のＭＭＩカプラ２０２
で９０°位相が遅れている。このため、２つの経路を透過してきた信号は、－９０°で同
相になり、出力（ＴＨＲＯＵＧＨ）ポートからのみ、入力ポートに入射したストップバン
ド以外の領域に対応する波長チャンネルの光信号および挿入ポートに挿入されたストップ
バンドに対応する波長チャンネルの光信号が出力される。
【００５３】
　図５（Ａ）に示す光分岐挿入装置１００は、両グレーティング導波路２０４，２０６に
接して強誘電性液晶および電極スタック２０８が装荷されている。電極層に対する印加電
圧に応じて、スタック２０８の強誘電性液晶の屈折率が変化し、これに伴いグレーティン
グ導波路２０４，２０６の等価屈折率が変化することによって、ストップバンドがシフト
され、特定波長チャネルの光信号の挿入および抜出が切り替えられる。
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【００５４】
　図６（Ａ）および図６（Ｂ）は、出力（ＴＨＲＯＵＧＨ）ポートおよび抜出（ＤＲＯＰ
）ポートの理論特性を示すグラフである。図６（Ｃ）および図６（Ｄ）は、出力（ＴＨＲ
ＯＵＧＨ）ポートおよび抜出（ＤＲＯＰ）ポートのデバイスの出力特性を光スペクトル・
アナライザで計測されたグラフである。図６（Ｃ）および図６（Ｄ）では、電極層１４４
に対して、ガイド層１０６を基準として＋１０Ｖおよび－１０Ｖの電圧が印加されている
。
【００５５】
　図６（Ａ）および図６（Ｂ）で示す理論特性で解析した構造および図６（Ｃ）および図
６（Ｄ）で示す出力特性を評価したデバイス構造は、３００ｎｍのＳＯＩ基板に作成し、
幅Ｗを２μｍとし、高さＨを７５ｎｍとしたリブ型導波路構造である。ＭＭＩカプラは、
１１．５×１６８μｍで形成されている。シリコンの屈折率は、３．４８を仮定し、二酸
化シリコンのクラッドは、１．４５を仮定している。ＦＬＣは、常光屈折率が１．５５で
あり、異常光屈折率が１．６９であり、ティルト角θｔｉｌｔが２２．５°である材料を
用いている。
【００５６】
　また、図６で解析および測定したグレーティング構造は、深さＨＧを１０ｎｍおよびデ
ューティ比５０％とし、第１周期Λ１を２５７ｎｍとし、第２周期Λ２を１９３ｎｍとし
、メイングレーティング構造およびサブグレーティング構造の長さをそれぞれメイングレ
ーティング構造の３周期分３Λ１とし、交互に２０８組形成することによって、全体のグ
レーティング領域長ＬＧを３２０μｍ（＝６×Λ１×２０８）とした。このとき、結合係
数は、波長１５５０ｎｍに対して、約１５０ｃｍ－１であり、この得られた結合係数を有
するグレーティング導波路についてＦマトリックス法により透過率の波長特性を計算した
。
【００５７】
　図６（Ａ）に示す出力（ＴＨＲＯＵＧＨ）ポートの論理特性を参照してみると、約３．
２ｎｍ幅の明瞭なストップバンドが表れていることが理解される。また、ＦＬＣへの印加
電圧の極性を切り替えることにより、約１．３ｎｍのストップバンドのシフトが得られる
ことが理解される。さらに、図６（Ｂ）に示す抜出（ＤＲＯＰ）ポートの論理特性を参照
してみると、図６（Ａ）に対して反対の特性となっており、明瞭にパスバンドが得られる
ことが理解される。同様に、反射光についても印加電圧の極性の切り替えによって、約１
．３ｎｍのパスバンドのシフトが得られることが理解される。
【００５８】
　図６（Ｃ）に示す出力（ＴＨＲＯＵＧＨ）ポートの測定された出力特性を参照してみる
と、約３．６ｎｍ幅のストップバンドが観測されており、Ｂｒａｇｇ波長は、１５５０ｎ
ｍであることがわかる。また、ＦＬＣへの印加電圧の極性を切り替えることにより、約０
．７ｎｍのストップバンドのシフトが観測された。また、図６（Ｄ）に示す抜出（ＤＲＯ
Ｐ）ポートについて参照してみると、同様のストップバンドのシフトが観測された。なお
、図６（Ｃ）および図６（Ｄ）に示す出力特性を評価したデバイス構造の応答特性を計測
したところ、１００Ｈｚおよび±１０Ｖの印加電圧の周波数および振幅における立ち下が
り時間および立ち上がり時間は、それぞれ１１５６μｓおよび２１６μｓであった。
【００５９】
　図７は、本発明の実施形態による光分岐挿入装置１００における波長選択的なスイッチ
動作を説明する図である。図７は、出力ポートの透過率の波長特性を示しており、複数の
波長チャネル（λ１～λ８）が模式的に示されている。
【００６０】
　図７（Ａ）および図７（Ｂ）では、それぞれ、ストップバンド幅が異なっており、図７
（Ａ）に示す場合は、５波長チャンネル分のストップバンド幅を有し、印加電圧の極性に
より１波長チャネル分のシフトが実現される。
【００６１】
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　図７（Ａ）に示す例では、波長チャネルλ２に関しては、－電圧が印加されると、波長
λ２がストップバンドに入り、出力ポートがオフ状態となり、抜出ポートがオン状態とな
る。反対に、＋電圧が印加されると、波長λ２がストップバンドから外れ、出力ポートが
オン状態となり、抜出ポートがオフ状態となる。波長チャネルλ７に関しては、逆であり
、＋電圧が印加されると、波長λ７がストップバンドに入り、出力ポートがオフ状態、抜
出ポートがオン状態となる。波長チャネルλ３～λ６に関しては、印加電圧の極性にかか
わらず、出力ポートがオフ状態となり、抜出ポートがオン状態となる。波長チャネルλ１

，λ８に関しては、電圧の極性にかかわらず、たえず出力ポートがオン状態となり、抜出
ポートがオフ状態となる。
【００６２】
　図７（Ｂ）の場合は、１波長チャンネル分のストップバンド幅を有し、印加電圧の極性
により１波長チャネル分のシフトが実現される。図７（Ｂ）に示す例では、波長チャネル
λ４に関しては、－電圧が印加されると、波長λ４がストップバンドに入り、出力ポート
がオフ状態となり、抜出ポートがオン状態となる。反対に、＋電圧が印加されると、波長
λ４がストップバンドから外れ、出力ポートがオン状態となり、抜出ポートがオフ状態と
なる。波長チャネルλ５に関しては、逆であり、＋電圧が印加されると、出力ポートがオ
フ状態となり、抜出ポートがオン状態となる。それ以外の波長チャネルλ１～λ３，λ６

～λ８に関しては、電圧の極性にかかわらず、たえず出力ポートがオン状態となり、抜出
ポートがオフ状態となる。
【００６３】
　以上、図１～図７を参照して説明した光分岐挿入装置１００は、単一の波長チャネルの
光信号の入力に対して、その波長チャネルの光信号の抜出および挿入を印加電圧で切り替
えることができる光スイッチとして動作させることができる。あるいは、波長分割多重さ
れた光信号の入力に対して、一括して抜出および挿入を行う複数の波長チャネルを印加電
圧で切り替えることができる光スイッチとして動作させることができる。
【００６４】
　以下、図８～図１１を参照しながら、本発明の実施形態による光分岐挿入装置１００を
複数集積させた光スイッチについて説明する。図８～図１１は、本発明の実施形態による
光分岐挿入装置１００を複数集積させた光スイッチを示す図である。
【００６５】
　図８に示す光スイッチは、複数の光分岐挿入装置２００－１，２００－２が、横に並べ
られたものである。これに対して、図９に示す光スイッチは、複数の光分岐挿入装置２０
０－１～２００－３が、縦に並べられたものである。なお、図８および図９では、グレー
ティング導波路の向きを横方向とし、２つのグレーティング導波路が並べられる方向を縦
方向としている。
【００６６】
　また、図８および図９に示す光スイッチでは、光を入射させる入力ポートおよび挿入ポ
ート、光を取り出す出力ポートおよび抜出ポートは、光スイッチの両側に混在している。
これに対して、図１０および図１１に示す光スイッチでは、入力ポートおよび複数の挿入
ポートは、紙面左側に設けられ、出力ポートおよび複数の抜出ポートは、紙面右側に設け
られ、光を入射させるポートおよび光を取り出すポートが形成される側が揃えられている
。図１０は、３素子構成の場合を例示し、図１１は、４素子構成の場合を例示する。
【００６７】
　図８～図１１のいずれの構造においても、前段の光分岐挿入装置２００－１の後方のＭ
ＭＩカプラ２１０－１からの出力ポートが、後段の光分岐挿入装置２００－２の前方のＭ
ＭＩ２０２－２への入力ポートに接続されており、光分岐挿入装置２００が直列に接続さ
れている。それぞれの光分岐挿入装置２００には、１つずつの抜出ポートおよび挿入ポー
トが備えられている。
【００６８】
　好適な実施形態では、直列に接続される複数の光分岐挿入装置２００は、異なるＢｒａ
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ｇｇ波長のグレーティングを有しており、これにより、各光分岐挿入装置２００に対する
印加電圧の極性に応じて、異なる波長チャネルの光信号の挿入および抜出を独立して切り
替えることができるように構成されている。このように構成することによって、波長分割
多重方式の光信号に対し、複数の光分岐挿入装置２００に対する印加電圧の極性の組み合
わせを制御することで、複数の波長チャンネルの信号に対する挿入および分岐の操作をよ
り柔軟に行うことが可能となる。
【００６９】
　以上説明した本発明の実施形態では、グレーティング導波路１２０，１２２に接して、
電気的に屈折率が変化する媒体層１４０、好ましくは強誘電性液晶の媒体層１４０が形成
されており、媒体層１４０に印加する電界の方向に応じてスイッチ状態が切り替えること
ができる。
【００７０】
　電界で媒体層１４０の屈折率変化を制御する構成であるため、従来技術の熱光学効果や
電流注入を利用する場合とは異なり、平均消費電力が非常に少なくなる。また、素子間で
の熱干渉の心配がなく、高密度集積化に有利な構成といえる。
【００７１】
　さらに、上記構成を採用することにより、従来技術の熱光学効果を利用する場合と比較
して応答速度を改善することができる。例えば、従来技術の熱光学効果による光スイッチ
であれば、数ミリ秒の応答速度が限界であったが、特に強誘電性液晶を用いることによっ
て、数百マイクロ秒まで改善され、今後さらに数十マイクロ秒まで改善することができる
ことが期待される。さらに、入力ポートに反射光が戻らないので、入射ポートから反射光
を取り出す高価なバルクのサーキュレータを別途設ける必要もない。
【００７２】
　また、強誘電性液晶の媒体層を形成する好適な実施形態では、強誘電性液晶の双安定性
により、電圧パルスを印加するだけでスイッチ状態を変更することができ、状態維持に継
続的な電圧の印加を要さない。このため、状態維持のための消費電力を実質的に削減する
ことが可能であり、上述した熱光学効果を利用する従来技術に比べて、さらに消費電力を
低くすることができる。
【００７３】
　なお、上述した実施形態では、分岐合流素子として、ＭＭＩカプラを用いていた。しか
しながら、他の実施形態では、ＭＭＩカプラに代えて、２つの導波路を近接させて形成し
た方向性カプラを用いてもよい。しかしながら、ＭＭＩカプラは、製作誤差に強い観点か
ら望ましい。さらに、ＭＭＩカプラを用いる場合は、グレーティングは、２つの導波路中
に同じ位置で形成されていればよく、方向性カプラを用いる場合に比較して、グレーティ
ングを形成する位置を精密に制御する必要がない。また、装荷したＦＬＣによる、方向性
カプラを構成する導波路間の結合への影響が考えられ得るが、ＭＭＩカプラを用いる場合
には、その影響を考慮する必要がない。したがって、上述した構成は、製造方法が簡素で
あるという利点もある。
【００７４】
　また、上述した実施形態では、シリコン導波路を利用して光挿入分岐装置が構成されて
いるので、光軸調整が不要で、かつ、シリコン導波路の強い光閉じ込めにより超小型プロ
ーブの実現も期待できる。さらに、ＣＭＯＳプロセスを用いた導波路形成プロセスを利用
することができ、ＣＭＯＳ技術との互換性を保ちながら光機能素子を実現できるため、ハ
イブリッド集積素子にも応用可能であり、量産プロセスへの展開も容易である。
【００７５】
　また、上述した実施形態では、ＦＬＣの媒体層１４０には、＋電圧または－電圧レベル
の直流電圧を印加するものとして説明した。しかしながら、ＦＬＣの媒体層１４０に対し
て、ＦＬＣの応答速度に比較して速い周波数の交流電圧を印加してもよい。媒体層１４０
に対し交流電圧を印加し、そのデューティ比を制御することにより、ＦＬＣの分子の配向
方向の変化の遅さを利用して、中間的な配向状態を形成し、中間的な屈折率変化を生じさ
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せ、ひいては、ストップバンドの中間的なシフト状態を形成してもよい。
【００７６】
　なお、上述まででは、Ｍａｃｈ－Ｚｅｈｎｄｅｒ干渉計型の構造を有する光分岐挿入装
置について説明した。以下、図５（Ｂ）を参照しながら、他の実施形態による干渉型の光
分岐挿入装置について説明する。
【００７７】
　図５（Ｂ）は、図５（Ａ）と同じく干渉型の光分岐挿入装置２２０を例示するが、図５
（Ｂ）に示す実施形態では、２つのＭＭＩカプラに代えて、単一の方向性カプラ２２２が
含まれている。複数のグレーティング導波路２２４，２２４は、方向性カプラ２２２に包
含され、これらのグレーティングが、方向性カプラ２２２の略中央に形成されている。
【００７８】
　図５（Ｂ）に示す光分岐挿入装置２２０は、図５（Ａ）に示した第１のカプラ２０２、
グレーティング導波路２０４，２０６および第２のカプラ２１０の間の距離を近接させた
極限の構造に対応する。方向性カプラ２２２におけるグレーティング導波路２２４，２２
４のグレーティングがなす仮想的な反射面より前方部分が、第１のカプラ２０２の機能を
果たし、仮想的な反射面の後方部分が、第２のカプラ２１０の機能を果たしている。グレ
ーティングは、その仮想的な反射面が、光信号が２つの導波路に等分岐される点に位置す
るように形成される。
【００７９】
　より具体的には、方向性カプラ２２２は、入力（ＩＮＰＵＴ）ポートからの光信号を複
数のグレーティング導波路２２４，２２６に等分岐させるとともに、グレーティング導波
路２２４，２２６を通過してきた光信号を出力（ＴＨＲＯＵＧＨ）ポートへ合流させる。
同時に、方向性カプラ２２２は、複数のグレーティング導波路２２４，２２６各々のグレ
ーティングの反射面で反射された光信号を抜出（ＤＲＯＰ）ポートへ合流させる。方向性
カプラ２２２は、同時に、挿入（ＡＤＤ）ポートからの光信号を複数のグレーティング導
波路２２４，２２６に等分岐させるとともに、挿入（ＡＤＤ）ポートから複数のグレーテ
ィング導波路各々へ伝搬されてグレーティングの反射面で反射された光信号を出力（ＴＨ
ＲＯＵＧＨ）ポートへ合流させる。
【００８０】
　図５（Ｂ）に示す構造は、図５（Ａ）に示す構造と等価であるが、図５（Ａ）に示す構
造の方が、グレーティング構造に対する公差を緩和することができる。
【００８１】
　以上、説明したように、本発明によれば、状態維持のための消費電力を低減し、素子間
の干渉が起こり難く、応答速度も改善された、波長チャネル選択的に光信号の分岐および
挿入を切り替えることが可能な、新規な光分岐挿入装置、光スイッチおよび製造方法が提
供される。
【００８２】
　これまで本発明を、特定の実施形態をもって説明してきたが、本発明は、上述までの実
施形態に限定されるものではなく、他の実施形態、追加、変更、削除など、当業者が想到
することができる範囲内で変更することができ、いずれの態様においても本発明の作用・
効果を奏する限り、本発明の範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００８３】
１００…光分岐挿入装置、１０２…下部シリコン層、１０４…絶縁層、１０６…ガイド層
、１０８…二酸化シリコン層、１１０…入力（ＩＮＰＵＴ）ポート、１１２…抜出（ＤＲ
ＯＰ）ポート、１１４，１２８…ＭＭＩカプラ、１２０，１２２…グレーティング導波路
、１３０…出力（ＴＨＲＯＵＧＨ）ポート、１３２…挿入ポート（ＡＤＤ）、１４０…媒
体層、１４２…配向膜、１４４…電極層、１４６…ガラス基板、２００，２２０…素子構
成、２０２，２１０…ＭＭＩカプラ、２０４，２０６，２２４，２２６…グレーティング
導波路、２０８，２２８…スタック、２２２…方向性カプラ
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