3 全光スイッチング

グラフェンと光ナノ導波路で
超高速・低消費エネルギーの全光スイッチを実現
NTT物性科学基礎研究所（以下、物性研）では、グラフェンを組み合わせた光ナノ導波路で超高速・低消費エネルギーの
全光スイッチを研究開発している。本稿では、プラズモニック導波路技術を用いて世界初となる超高速・低消費エネルギ
ーの全光スイッチを実現し、光情報処理集積回路へ向けて大きく前進した結果を報告する。

グ時間の短縮と消費エネルギーの削

ナノフォトニクス技術による
トレードオフの打破

減とを同時に達成することは困難で
あり、その両者の間にはトレードオ

光情報処理集積回路実現のための

フが存在するものと考えられてきた。

重要な素子の１つに光スイッチがあ

物性研ではナノフォトニクス技

る。光スイッチは光の信号を ON /

術、つまり、光素子を超小型化する

OFF、もしくは光の行先を切り替え

というアプローチによるトレードオ

るものであるが、光信号の制御を電

フ打破を目指し、2010 年にフォト

気で行うか、光で行うかにより、速

ニック結晶ナノ共振器を用いて超低

度限界は大きく異なる。

消費エネルギーで動作する全光ス

光で光信号を制御する全光スイッ

イッチを実現することに成功した。

チは、処理をすべて光で行うため、

これにより、上記のトレードオフは

光遅延が生じにくく、電気制御より

打破されたものの、電気制御では到

高速に動作する。しかし、従来の全

達不可能とされる超高速領域でのト

光スイッチは、比較的大きなエネル

レードオフ打破は未達成であった。

ギーを必要とするため、スイッチン
グラフェン

【特長１】広帯域かつ大きい吸収係数
• 単層あたり2.3%の吸収

（吸収係数に換算すると、1550 nmでは一般的な半導体の数十倍）

単一原子層厚
のシート状物質

厚さ : 0.335 nm

高いエネルギー効率

特異な
バンド構造

• 可視から赤外までの波長域で光を吸収

【特長２】超高速な非線形光学効果

広い動作波長帯域

吸収率：高
スイッチ：OFF

超高速動作
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以下に、物性研が実現した全光ス
イッチの技術のポイントを３点挙げる。

技術のポイント①
グラフェンの超高速非線形を利用
物性研が全光スイッチを実現した技
術のポイントとして、まず、グラフェン
の超高速な光非線形を利用したことが
あげられる（図１）。グラフェンとは、
炭素原子が六角形格子構造上に並ん

ラフェンは、低次元性に起因した特異
なバンド構造を持ち、光学的・電気的
吸収率：低
スイッチ：ON

グラフェンの超高速な光非線形
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る。その厚さはわずか 0.335nm。グ

グラフェンは優れた非線形光学材料
図1

主任研究員

だ単一原子層厚のシート状物質であ

高強度の光入力
で吸収が飽和

超高速な
キャリア緩和
10 fs - a few ps

NTT物性科学基礎研究所
フロンティア機能物性研究部
（ナノフォトニクスセンタ）

に優れた特性を有しており、現在盛ん
に研究が進められている。グラフェン
の特長として、広帯域かつ大きな吸
収係数を持つことが知られている。単
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層でも、2.3％の吸収を持ち、これを
吸収係数に換算すると、1550nm で
は一般的な半導体の数 10 倍に相当。

Si

効率を持つことを示唆する。また、可
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問題点：
グラフェンが薄いため光との相互作用が小さい

で光を吸収できることは、光スイッチ

導波路コアのサイズ

が上記の広い波長帯で動作できること

グラフェン光吸収：0.089 dB/μm
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×22
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吸収の増強

素子の短尺化

素子長：1〜4 μm

光強度の増強→非線形効果の増強

×310

動作エネルギーの低減

プラズモニック導波路により

サイズ1/100、光吸収22倍、光強度310倍

「超高速なキャリア緩和」 が行われ、

図2

その結果、超高速動作を可能とする。

プラズモニクスによる相互作用の増強

物性研はこうしたグラフェンの特

ズモニック導波路を作成し、グラフェ

長に着目し、グラフェンは優れた非

ン + プラズモニック導波路構造とす

線形光学材料であるとして、全光ス

ることで、導波路のコアサイズを 30

イッチの技術に応用した。

nm × 20nm と約 1/100 にし、光を

技術のポイント②
プラズモニクスによる
相互作用の増強

30nm
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「高強度の光入力で吸収が飽和」 →

Au
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Air グラフェン

グラフェ
ン
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視域から赤外領域までの広い波長帯

高速な非線形光学効果 ※1 を有する。

導波路コア

|E |2

Air グラフェン

グラフェン

この値は、グラフェンが高いエネルギー

を示唆する。また、グラフェンは、超

• グラフェン＋プラズモニック導波路
光の分布

• グラフェン＋Si細線導波路
（従来技術）
光の分布

て動作エネルギーも低減する。

技術のポイント③
NTT 技術による
プラズモニックモード変換機

極限的に閉じ込めることに成功した。
具体的には、グラフェン + プラズ

プラズモニック導波路は極限的な

モニック導波路構造の光吸収は、グ

光閉じ込めを可能にする一方で、大

ラフェン+Si 細線導波路構造と比べ、

きな伝搬損失を持ち、サイズが波長

光は金属表面において金属中の電

0.089dB/μm から 2.0dB/μm へと

よりも非常に小さいため、光結合が

子と結合した「表面プラズモンポラ

劇的に光の吸収が増強、22 倍向上

困難であるという問題があった。物

リトン」と呼ばれる状態で存在し、

した。このことは、素子長の短尺化

性研は、この問題に対し、プラズモ

金属表面の極近傍に強く局在する。

を意味し、グラフェン+Si 細線導波

ニック導波路をグラフェンとの相互

この特性を活用した導波路はプラズ

路構造では、光の透過強度を半分に

作用部にのみ用い、シリコンなどの

モニック導波路と呼ばれ、光をナノ

するには 30μm 以上必要だったも

低損失な誘電体導波路に結合させる

メートルレベルの領域に閉じ込めた

のが、グラフェン + プラズモニック

「プラズモニックモード変換器」を

状態で導波させることができる。物

導波路構造では数μm 程度で済むと

開発し、変換効率 67％、変換器長

性研が開発に成功した全光スイッチ

いうことを意

は、このプラズモニック導波路の上

味する。

にグラフェンを貼り付けた構造（図
２右）となっている。
従来の技術であるグラフェン + シ

さらに、グ
プラズモニッ
ク導波路のグ

では、導波路のコアサイズが 400

ラフェン位置

nm × 200nm と大きく、グラフェン

での光強度は

を貼り付けても、その薄さゆえに、

310 倍 と な

光との相互作用が小さいという課題

り、グラフェ

があった。しかし物性研は、NTT が

ン+Si 細線導

保有するナノ加工技術を以ってプラ

波路と比較し

• プラズモニック導波路を相互作用部のみに用い、
超高速デバイスに応用
• モード変換器を用いて、低損失導波路に結合

グラフェン

ラフェン+

リコン（Si）細線導波路構造（図２左）
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問題点①：大きな伝搬損失
（〜dB/μm）

シリコン

誘電体導波路
（低損失）

相互作用部

プラズモニック
導波路
導波路(20〜30 nm)と波長
（1550 nm）
の
サイズ差が大きい

問題点②：光結合が困難

最先端の高い
加工技術が必要

プラズモニックモード変換器（NTT技術）
• 変換効率：67%
• 変換器長：600 nm
M. Ono et al., Optica 3, 999 (2016).

• 高い位置精度で、20〜30 nmの
ギャップを安定的に形成可能
• 大きく高さの異なる導波路を
近接した位置に作製可能

図3

1 μm

プラズモニックモード変換器

グラフェン

シリコン
導波路
Au

プラズモニック
導波路

2 μm

Si
30 nm

プラズモニック導波路

光入力

プラズモニックモード変換器
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率は上昇してい

ズモニックモード変換器の作製には

くが、グラフェン

最先端の加工技術が要求されるが、

が透明になるエ

物性研は NTT 技術によりこれをク

ネルギーである

リ ア し、 高 い 位 置 精 度 で 20 〜

飽和エネルギー

30nm のギャップを安定的に形成す

を 見 積 もると

ることや、大きく高さの異なる導波

Us=12fJ と な

路を近接した位置に作製することを

る。Si 導波路型

可能とした。

（213pJ）から約
4 桁エネルギー

実験結果報告①
光吸収と非線形効果の増強

を低減できてい
る。

ここで、実験結果について紹介す

2.5

フェムト秒パルスによる
全光スイッチング

時間遅延
導波路コアの
サイズ：30 × 20 nm2
導波路長：4 μm

これまでのグラフェン光非線形素子
（グラフェンクラッドマイクロファイバ）
• スイッチング時間：2.2 ps
• スイッチングエネルギー：200 pJ
• 消光比：1.4 dB

W. Li et al., Nano Lett. 14, 955 (2014).

図5
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エネルギー : 35 fJ

スイッチング特性

信号光の透過率

600nm を実現した（図３）。プララ
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0.5

260 fsのスイッチング
時間に相当
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0.0
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1/10
1/10

4
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-0.5
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0.5

時間遅延 (ps)

1.0

スイッチ性能

• スイッチング時間：260 fs
• スイッチングエネルギー：35 fJ
• 消光比：3.5 dB

実験結果：超高速全光スイッチング

このように、Si 導波路型に比較し

述のトレードオフを決めるスイッチ

て、吸収の増強については約 1 桁、

ング時間とエネルギーの積に関して

左のグラフは吸収の増強に関する

非線形効果に必要なエネルギーにつ

も従来記録の更新に成功している。

実験である（点：実験結果、線：理

いては約 4 桁の低減が達成されて

論予測）。 縦軸が吸収係数、横軸が

いる。

る（図４）
。

導 波 路 幅を示し、 赤 線が金 の 厚さ

まとめ

実験結果報告②
超高速全光スイッチングの実現

20nm を示している。グラフェンの光
吸収は、実験的には 1.7dB/μm であ

プラズモニック導波路の断面積は
従来小型導波路として用いられてき
た Si 細線導波路の約 1/100 である。

る。実験により、Si 導波路型（0.09dB/

図５は、世界で初めて 35fJ という

μm）から約 19 倍の吸収増強となっ

スイッチングエネルギーで 260fs の

その結果、Si 細線導波路にグラフェ

ていて、素子の短尺化につながった。

スイッチング時間が実現されたこと

ンを貼りつけた素子に比べ、グラ

また、右のグラフは、非線形効果

を示している。これまでのグラフェ

フェンによる光吸収の効率が 1 桁

の増強に関する実験であるが、縦軸

ン光非線形素子に比べてスイッチン

向上し、非線形光学効果を引き起こ

が透過率、横軸が入力エネルギーを

グ時間が 1 桁、スイッチングエネル

すために必要なエネルギーを 4 桁

示す。プラズモニック導波路コアが、

ギーが 4 桁改善されたことになる。

低減することに成功した。これは素

30nm × 20nm の例で、導波路長は

本実験結果は psec 以下の超高速

子の小型化と省エネルギー化をもた

4μm である。 入力のエネルギーをあ

領域で他のあらゆる光スイッチの

らす。それにより、グラフェンの超

げていくと、 吸収飽和により、 透過

中で最も低消費エネルギー（従来

高速性の活用が可能になり、世界で

の 1/100）の光

初めて超高速かつ低消費エネルギー

スイッチとなっ

で動作する全光スイッチが実現され

ており、フェム

た。今後、さらなる性能記録の更新

ト秒領域の応答

が可能だと考えられる。

吸収の増強
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Si導波路型
（213 pJ※2）
から
エネルギーを4桁低減
動作エネルギーの低減

素子の短尺化

※2：グラフェン装荷Siスロット導波路

※1：グラフェン装荷Si細線導波路
R. Kou et al., JJAP 52, 060203 (2013).

図4

導波路コア：30 × 20 nm
導波路長：4 μm
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J. Wang et al., OECC/PS2016.

実験結果：光吸収と非線形効果の増強
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時間でかつフェ

物性研は今後、プラズモニック導

ムトジュール領

波路と他の材料を組み合わせること

域の消費エネル

や光ニューラルネットワークにおけ

ギーで動作する

る活性化関数部への応用を視野に入

スイッチを実現

れ、研究を推進していくとしている。

したことを意味
する。更に、前

※ 1：非線形光学効果：高強度の光を入射したとき
に物質の応答が強度に比例しなくなる効果
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