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高速通信のエネルギー需要削減に向けた、
シミュレーションを用いた光学部品冷却
ドーナル・ハーノン、ライアン・エンライト
シミュレーション駆動型設計は、指数関数的に増加するデータネットワークの
エネルギー需要とコストを理解し、削減するために用いられる。
つある。

エネルギー需要は、複数の業界にま

通信ネットワークを介したレーザ光に

たがる障害になりつつある。ビルの運

よるデータ伝送に用いられる、フォト

この問題に対処するために、熱管理

用に関連するエネルギーコストの削減

ニクスシステムをめぐる熱管理を改善

チームは、電子部品と光学部品の冷却

から、指数関数的に拡大する高速ネット

することによって、1ビットあたりのエ

に関するすべての側面を調査している。

ワークの維持にいたるまで、エネルギー

ネルギーを 50 〜 70% 削減することを

同研究チームは、マイクロメートルス

の検討は成功に欠かせない要素である。

目指している。

ケールからマクロレベルにいたるまで

エネルギー効率を改善する必要性が、
拡張可能でエネルギー効率の高い方法

マクロ TEC からマイクロ TEC へ

で新しい技術を設計および実装するた

ここ数年間のデータトラフィック量

めの研究を促す要因となっている。
仏アルカテル・ルーセント社傘下の米ベ

の複数の長さスケールにおいて、マル
チフィジックス・シミュレーションを用
いることによって、製品性能に影響を
与えるメリットを実現している。

の爆発的な増加は、現行のネットワー

今日のフォトニクスパッケージには、

クに多大な歪みを引き起こしている。

ル研究所
（Bell Labs Research Alcatel-

現行のネットワークは、エネルギー効

すべてのレーザを周辺温度未満に冷却

Lucent ）
は、
「 GreenTouch 」コンソーシ

率よりも、コストの低減とカバレッジの

するための大きなマクロ熱電モジュー

アムを設立した。情報通信技術
（ ICT：

拡大を目的として設計されている。エ

ルが採用されている。熱電部品は、精

Information and Communications Tech

ネルギー管理は、次世代の電気通信製

密な温度制御に用いられるが、非常に

nolog
 y）
機器、プラットフォーム、およ

品を導入する際の主要な障害になりつ

効率が低い。各レーザは、それぞれの

びネットワークの CO2 排出量削減を目
指す研究者のための組織である。Green
Touch の目的は、ネットワークのエネル
ギー効率を 2010 年の水準の 1000 倍に
高めるために必要な主要要素を、提示

デバイススケール

TE材料

高k値ヒートスプレッダ／光学クラッド
SOI（Silicon on Insulator）基板
pコンタクト

して実証することにある。
アイルランドにあるベル研究所の熱

nコンタクト
nドープInP

管理およびエネルギーハーベスティン
グ研究グループ
（ Thermal Management

MQW

and Energy Harvesting Research Group）

TE下部金属コンタクト／
ヒートスプレッダ
（高温）

pドープInP

は、さらに長期間にわたるアルカテル・
ルーセント社の研究を、電子部品の冷

TE上部金属コンタクト／
ヒートスプレッダ
（低温）

レーザビーム

マイクロチャネル

却とエネルギーハーベスティング技術
の開発へと展開させている。同グルー
プは、多大な節減効果を約束する、新
しい省エネルギー手法を開発した。あ
る研究プロジェクトでは、光ファイバ
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ウエハスケール

図 1 熱統合フォトニクスシステム（ TIPS ）のアーキテクチュアを表す概略図。マイクロ熱電部品
とマイクロ流体部品を含む（全画像の資料提供：コムソル社）。

非常に近くに配置される抵抗加熱器に

フォトニクスを実現することを目指して

よって特定の周波数にチューニングさ

いる
（図 1）
。われわれの手法では特に、

れる。各抵抗加熱器は、レーザ周囲の

大きなマクロ熱電冷却器（ TEC：Ther

局所的な熱流束を直ちに倍増させるた

moelectric Cooler ）を、各レーザに対

め、それがさらなる熱問題の要因とな

する個別のマイクロ TEC（μTEC ）
に置

る。つまり、今日のフォトニクスパッ

き換えることを目的とする。したがっ

ケージの熱設計において、各レーザは、

て、各レーザと個々のμTECの特性の測

再び加熱が生じる非効率的な方法で冷

定とモデリングが極めて重要となる。
マイクロメートルスケールでの効率を

却されている。
この手法はスケーラブルではないと

調べるために、米コムソル社
（COMSOL）

いうのがわれわれの見解である。ネッ

が提 供 するソフトウエアパッケージ

トワークにおけるデータトラフィック

「COMSOL Multiphysics」を用いて、フ

量の爆発的な増加によってパッケージ

ォトニクス素子の熱電冷却のための候

サイズがますます小型化しているこ

補となる手法をモデリングし、μTEC

と、そして、長期的にはシリコンフォ

を採用する新しいレーザ素子の電気／

トニクスに移行して、基板面積とコス

光学／熱性能をシミュレーションした

トの削減に向けた究極的な高集積化が

（図 2 ）
。このようなμTECは、ターゲッ

必要であることを考えると、特にそう

トとする出力波長、光出力、データ伝

いえる。

送速度を維持するために冷却を必要と

ベル研究所の熱管理チームが開発し
た熱統合フォトニクスシステム
（TIPS：
Thermally Integrated Photonics Sys
tem ）のアーキテクチュアは、熱部品の

する電気通信レーザ素子に適用できる
可能性がある。

レーザシミュレーションと測定

基本構成要素を開発して、ネットワーク

熱抵抗は、連続動作時のレーザ性能

の拡大要件に応じて拡張可能な高集積

に最大の影響を与える主要な熱パラメ

O（10μm）

O（10μm）
I

I

O（100μm）

電極

レーザ半導体

活性領域（MQW）

熱スプレッダ

シリコン

熱電部品

SiO2

図 2 レーザのアーキテクチュア。多重量子井戸（ MQW：Multiple Quantum Well ）と関連構造
の周囲に、熱（ヒート）スプレッダと高集積 μTEC が配置されている（縮尺は不正確）。
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ータである。レーザの熱抵抗Rth
（単位：

362.56

K/W）
は、レーザの消費電力に対する、

360

基準基板温度を超えるレーザの温度増
加を表し、熱流に対するインピーダン

350

スの標準的な評価基準である。素子を
周辺温度未満にまで能動的に冷却する

340

ための要件を緩和し、それによって熱
電部品に対する負荷を低減するために

330

は、レーザの熱抵抗を最小化すること
が望ましい。

320

フォトニクス素子を冷却（してモデ
リング）する上での課題としては、精

310

密な温度制御が必要であること、局所
的な熱流束が非常に高いこと、冷却対
象がマイクロメートル規模であること
などがある。熱電効果（ペルチェ効果、
トムソン効果、ゼーベック効果）
と、そ

307.09

図 3 μTEC を採用するレーザに対するこのマルチフィジックス・シミュレーションによって、
温度（サーフェスプロット）、電流密度（ストリームライン）、熱流束（サーフェス矢印）が明らかに
なっている。

れによる温度や電界のすべてを、同一
のコムソル社のシミュレーション環境

数値モデルを構築した。実際の素子に

正確なシミュレーションが可能になっ

に取り込むことで、問題に対する詳細

対するモデルのベンチマーク評価を行

た。同社ではこの能力を基盤として、求

な物理的洞察が得られた。

うために、レーザ素子の熱特性を詳細

められる光学性能や機械的性能を犠牲

フォトニクス素子の中で用いられる

に測定する必要があった。特にレーザ

にすることなく熱性能を高める、新し

一般的なレーザの長さは、数マイクロ

の熱抵抗の測定は、実験に対する比較

い熱管理アーキテクチュアの研究を行

メートルから数十マイクロメートルで

を行うための手段となった。

った。μTEC 性能の完全な 3D シミュ

ある。しかしレーザ性能は、その規模

レーザの熱抵抗は、連続波動作時の

レーションを可能にしつつ、レーザそ

にとどまらず、基板上の外気にいたる

レーザの消費電力に対する出力波長の

のものの性能も把握する、特殊な数値

までの熱連鎖による影響を受ける。複

変化の割合（単位：nm/W ）と、パルス

コードを開発した。

数の長さスケールにわたって複雑なマ

波動作時の活性領域における温度に対

フォトニクス素子に対する詳細な熱

ルチフィジックスの問題を解決するに

する出力波長の変化の割合（単位：nm/

測定とシミュレーションを行うことで

は、膨大な量の演算が必要になる。同

K ）を測定することによって導出した。

得られる洞察には、計り知れないほど

社は、コムソル社のソフトウエアに、

消費電力と基板温度によってそれぞれ

の価値があることが実証されており、

米マスワークス社（ MathWorks ）が提

変化する、パルス波と連続波の波長に

同社の研究所では、新しい設計概念に

供する数値演算環境「 MATLAB 」を

関するこれらの特性評価値は、素子の

対するさらに詳しい調査を実施してい

組み合わせて、設計工程の加速化を図

熱抵抗に対する間接的な評価基準とな

る。それによって得られる新しい熱電

った。これによって、MATLAB の設

った。

冷却手法は、早ければ 5 年以内にも商

計ルールに基づいてパッケージの異な

このような詳細な測定を行うことに

る部分を正確にモデリングし、システ

よって、実際のレーザ性能に匹敵する

ム設計がレーザ性能に与える影響に関
する洞察を得るための数値演算を、効
率的に実行することができた
（図 3 ）
。
レーザ周辺や、フォトニクスパッケー
ジ内の物理特性を正確に捉える一連の
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用化できるはずだとベル研究所では考
えている。

著者紹介
ドーナル・ハーノン（ Domhnaill Hernon ）は、アイルランドにあるアルカテル・ルーセント社傘下の
ベル研究所（ Bell Labs Research Alcatel-Lucent ）における Efficient Energy Transfer（ ηET：効
率的なエネルギー移動）部門の統括者で、ライアン・エンライト（ Ryan Enright ）は、同研究所
TIPS プロジェクトのテクニカルリード。
email: domhnaill.hernon@alcatel-lucent.com URL: www.alcatel-lucent.com

LFWJ

