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特集■サステナブル社会を実現し、生活を豊かにする
　　 デバイスの創出を目指す先端集積デバイス研究所

　

集積性・量産性に優れ、波長や位
相を高い精度で制御可能な石英系
PLCは、光の分岐器・合分波器・
スイッチなどの光デバイスとして実
用化され、通信ネットワークを支え
ている。通信以外への応用も期待さ
れており、先デ研は 2015年頃から、
可視光デバイスへの応用に取り組ん
でいる。
現在、光の三原色（Red-Green-

Blue: RGB）すべてを可視光レー
ザーダイオードで生成できるように
なっているが、プロジェクターなど
の可視光デバイスは、レンズやミ
ラーを組み合わせて構成するため部
品点数が多く、小型化が難しいと

いった問題が
ある。
「我々の強み
は通信で培った
石英系 PLCの
設計・製造技術
であり、石英ガ
ラスの可視光透
明性に着目し、
石英系 PLCの
可視光応用に取
り組んできました。石英系 PLC技術
を用いれば、光素子のワンチップ集
積や光の同軸出射などが可能とな
り、既存デバイスを超える小型化・
高耐振動化・高機能化などの価値を
提供できます。プロジェクターをは
じめ、量子・宇宙分野や医療・バイ
オ分野等で用いられる光学機器全体

のポータブル化やウェアラブル化を
実現することで、存在を意識しない
ナチュラルデバイスの創出につなげ
たいと考えています。」（片寄氏）

通信用の石英系 PLCは一般に、
コア材料に Ge（ゲルマニウム）を
添加した石英ガラス（Geドープ
SiO2）を用いている。先デ研はこれ
まで、Geドープコア PLCを用いた
網膜走査型レーザアイウェア用
RGB合波器や超小型三次元形状計
測器用位相変調器を実現してきた。
さらなる応用に取り組むにあたり
問題となったのが、青色光への耐性
であった。従来の PLCに数mWを

光ファイバーと同じく石英ガラスを用い、平面基板上に光回路を集積する石英系PLC（Planar Lightwave Circuit: PLC）は、
光通信ネットワークを支える重要な光デバイスだ。NTT先端集積デバイス研究所（以下、先デ研）は、この石英系PLCに関す
る豊富な知見を活かし、プロジェクターなどの可視光デバイスを大幅に小型化・高耐振動化・高機能化する研究に取り組んでいる。

石英系 PLC技術を活かした
ナチュラルデバイスの創出
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通信応用で培った
石英系PLCの設計・製造技術 石英ガラスの可視光透明性＋

光学系の抜本的な小型化・高耐振動化・高機能化により、
ポータブル・ウェアラブルなナチュラルデバイスの創造をめざす

プロジェクター
スマートグラス用小型RGB光源など

医療・バイオ機器
計測・分析機器用干渉計など

量子・宇宙応用
光格子時計用干渉計など

石英系PLC技術の適用例

図１　石英系 PLC技術の応用イメージ

石英系 PLCの可視光応用に
向けた課題
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超える強い青色光を入
力すると、Si-Ge結合
および Ge-Ge結合が切
断され、屈折率が変化
し、回路特性が劣化す
る。このため現状では、
強い光出力が必要な可
視光デバイスへの適用
は難しい。

青色光への耐性を高めるため、先
デ研では、光導波路において中心部
を構成し屈折率が高いコアと、その
周辺を覆う相対的に屈折率が低いク
ラッドについて、材料の選択から研
究を進めている。この研究は異なる
2つのアプローチで進められている。
1つはコアの屈折率を高めるドー

パント（添加物）に、Ge以外の材
料を用いるという方法であった。こ
のアプローチは従来の製造技術を活
かせるというメリットがある。これ
までに Zr（ジルコニウム）をドー
パントとする Zrドープコア PLCを
試作している。
もう 1つの方法はコアにドーパ
ントを添加せず、クラッドの屈折率
を下げるというものであった。新た
な製造技術を開発する必要がある
が、抜本的な改善を期待できるとい
うメリットがある。これまでにク
ラッドにフッ素を添加したノンドー
プコア・フッ素ドープクラッド PLC

を試作している。

図 2は、作製した Zrドープコア
PLCに青色光を入力した際の実効

を期待できる可視光デバイスの例を
図 4に示す。緑色は Geドープコア
PLCであり、すでに実用化に向け
た開発が始まっている。青はZrドー
プコア PLC、赤はノンドープコア・
フッ素ドープクラッド PLCの適用
先を示している。こうした目標に向
けた研究開発の今後について、片寄
氏は次のように述べている。
「Zrドープコア PLCの商用化やノ
ンドープコア・フッ素ドープクラッ
ド PLCの製造技術の高度化に向けた
研究開発に取り組み、石英系 PLCの
可視光応用を加速させ、暮らしに溶
け込み生活を豊かにするナチュラル
デバイスの創出を目指します。」

屈折率の変化量を、従来
の Ge ドープコア PLC

と比較したものだ。Ge

ドープコア PLCでは、
青色光の入力光強度に
比例して屈折率変化量
が増加しているのに対
し、Zrドープコア PLC

では、その変化量を
1/15以下に抑えること
ができた。従来の石英系
PLCと比較し、青色光
への耐性が大きく向上
していることがわかる。
図 3は、ノンドープコア・フッ素
ドープクラッド PLCに青色光を入力
した際の実効屈折率の経時変化を、
Geドープコア PLCと比較したもの
だ。Geドープコア PLCでは青色光
の入力に対し、時間の経過とともに
屈折率が変化するのに対し、ノン
ドープコア・フッ素ドープクラッド
PLCではほとんど変化しなかった。
「公表されている限りでは、現時
点で世界最高の青色耐性です。」（片
寄氏）

先デ研が目標とする青色耐性を実
現した場合に、石英系 PLCの適用
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図２　ノンドープコア PLCの青色耐性 図３　ノンドープコア PLCの青色耐性

図４　石英系 PLCの展開イメージ
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