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Utilizing Coupled Mode Theory and Machine Learning
Koji KUDO† a) , Keita MORIMOTO† b) , Akito IGUCHI† c) , and Yasuhide TSUJI† d)

あらまし 近年，シミュレーション技術の発展により，計算機を用いた光導波路デバイスの自動最適設計が盛
んに検討されている．しかしながら，3 次元光導波路デバイスでは，1 回の解析の計算コストが高く，最適化過程
では更に莫大な計算コストを要する．本研究では，機械学習を用いた光導波路デバイスの最適設計の効率化につ
いての検討を行っている．機械学習に分類されるニューラルネットワークに伝搬解析において計算が必要なパラ
メータをあらかじめ学習させることで，デバイスの特性評価を効率化し，より効率的な最適設計を行うことがで
きる．本論文では，方向性結合型光デバイスの 3 次元設計を考え，モード結合理論 (CMT) を用いた解析を行う．
CMT 解析で伝搬ステップごとに計算が必要となる位相不整合量とモード結合係数をニューラルネットワークに
学習させることで効率的なデバイス評価を可能にし，進化的手法を用いた効率的な光導波路デバイスの最適設計
についての検討を行っている．
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幅に高くなってしまう [5], [6]．そこで，本報告では，

1. ま え が き

機械学習に分類されるニューラルネットワーク (Neural

現代の情報化社会の進展，IoT の発展により，通信量
が飛躍的に増大しており，光通信システムの更なる高

Network：NN) を用いた 3 次元光導波路デバイスの最
適設計の効率化について検討を行っている．

速化，大容量化が要求されている．こうした中，計算

近年では，NN が幅広い分野で応用され，光導波路

機やシミュレーション技術の発達により，数値解析技

デバイスの設計への応用に関する研究も報告されて

術を駆使して，計算機に自動的に光導波路デバイスを

いる [7]〜[13]．これらの論文では構造パラメータを入

設計させる自動最適設計が可能となり，こうした技術

力，素子特性を出力とする NN を構築しているが，解の

を用いた自動最適設計手法について数多くの提案がな

非一意性の問題や，構造変化に対する特性感度が高い

されている [1]〜[6]．しかしながら，多くの自動最適

場合にはより多くの隠れ層とニューロンが必要となる．

設計手法ではデバイスの特性解析を繰り返し行う必要

本論文ではデバイス評価に必要な，解が一意に定まる

があり，特に三次元設計問題では 1 回の特性解析の計

物理量を NN に学習させ，それらを利用し進化的手法

算コストが高いため，自動最適設計自体のコストが大

を用いた効率的な最適設計の検討を行う．光デバイス
には様々なものが提案されているが，本研究では方向
性結合の原理に基づく光デバイスを考える．方向性結
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器 [14] やインターリーバー [15]，波長分離素子 [16]，
光スイッチ [17] など，多くの光デバイスに用いられて
いる．方向性結合型光デバイスの解析手法としては，
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モード結合理論 (Coupled Mode Theory：CMT) [18] が

ここに Ni (i = 1, 2, · · · , L + 1) は i 層のニューロンの数

比較的計算コストが低く，多くの方向性結合型光デバ

であり， L は隠れ層の数， yk は NN の出力，tk は学

イスの設計に用いられている [14], [16], [17]．CMT 解

習に用いた訓練データに対する既知の出力を表してい

析の際に解くモード結合方程式の計算パラメータであ

る．重みの更新 (学習) には，誤差逆伝搬法を用いた

る位相不整合量及びモード結合係数は伝搬方向のス

誤差の評価を行い，Momentum 法 [23] を用いて更新

テップごとに固有モード解析を行うことで算出するこ

を行った．また，Momentum 法における速度減衰パラ

とができる．3 次元問題においてはこの固有モード解

メータは文献 [23] より 0.9 と設定した．

析のコストが 1 回の特性解析のコストに大きな影響を
及ぼすため，本論文では，位相不整合量及びモード結合

3. モード結合理論

係数を NN にあらかじめ学習させることで CMT を用

本論文では，伝搬方向に導波路幅，導波路間隔が連

いた効率的なデバイス特性の評価を行う．本手法を用

続的に変化する方向性結合器を考える．CMT に基づ

いた解析の妥当性の評価には，CMT では考慮できない

くと，各導波路のモード振幅の伝搬に伴う発展は以下

放射モードを含む全てのモードを考慮可能な，伝搬方

のモード結合方程式を解くことで求められる．

向に構造の変化が緩やかで反射がほとんど生じない光
導波路デバイスを効率的に解析できる BPM [20], [21]
に，任意形状への適用性に優れている FEM を組み

d
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合わせた有限要素ビーム伝搬法 (Finite Element Beam

ここに， A1 (z)， A2 (z) は導波路 1，2 のモード振幅の

Propagation Method: FE-BPM) [22] を用いる．

変化を表し，δ(z)， κ(z) はそれぞれ各伝搬ステップご

本手法の解析の妥当性を確認後，本手法を用いたデ

との位相不整合量，モード結合係数である．本研究で

バイスの特性評価の結果から進化的手法である差分

は，この方程式を z 方向に離散化し，導波路幅と間隔

進化法 (Diﬀerential Evolution：DE) と蛍アルゴリズム

の変化に応じて固有モード解析を行い，δ，κ を算出す

(Firefly Algorithm：FA) を組み合わせたハイブリッド

る場合を考える．この場合，特に 3 次元導波路解析に

蛍アルゴリズム (Hybrid Firefly Algorithm：HFA) [19]

おいては固有モード解析を離散ステップの数だけ実行

を用いた効率的な方向性結合型光デバイスの最適設計

する必要があるため，その計算コストが問題となる．

について検討を行ったので報告する．

そのため，ここでは NN を用いて δ， κ を推定するこ
とで，計算の効率化を図る．

2. ニューラルネットワーク

位相不整合量 δ は，以下のように定義される．

図 1 に示すような機械学習に分類されるニューラル
ネットワークは人間の脳の神経細胞であるニューロン
を数理的モデルで表したものである．本研究では，活
性化関数として隠れ層には tanh 関数，出力層には恒等
関数を採用し，誤差関数は以下のように定義する．

E=

1
2

N∑
L+1

(yk − tk )2

ニューラルネットワーク

(3)

ここに，β1 ，β2 は図 2 に示す孤立系の各導波路の伝搬
定数である．モード結合係数 κ は，以下のように与え
られる．

(1)

k=1

図1
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β − β2
δ= 1
2

図2

方向性結合器と孤立系と結合系の導波モード
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√
κ=

(

)
(
)
βe − βo 2
β1 − β2 2
−
2
2

(4)

ここに，βe ，βo はそれぞれ図 2 に示す結合系の偶モー
ド，奇モードの伝搬定数である．孤立系，結合系の固
有モードは辺/節点混合要素に基づくフルベクトル有限
要素法 (FV-FEM) [24] により算出する．

4. ハイブリッド蛍アルゴリズム (HFA)
本章では，本研究で用いている進化的手法について

図3

隠れ層の数による MSE と計算時間の関係

述べる．最適化問題において，多点探索に基づく進化
的手法を用いることでより大域的な最適解が得られ

ンプリングする．そのため教師データ数は 84 = 4096

ることが期待できる．進化的手法では，設計パラメー

個である．教師データは FV-FEM 解析の結果から式

タからなる初期個体ベクトルを生成し，進化的アルゴ

(3)，(4) より作成し，これを真値として NN に学習さ

リズムに従い個体の更新を繰り返すことにより，目的

せる．テストデータは教師データと別に 20 個用意す

関数が最大若しくは最小となる個体ベクトルを導き出

る．バッチサイズは 1 とし，隠れ層のニューロンの

すことができる．本研究では，DE と FA の混合手法で

数は 10 に固定する．次に学習率を決定する．本研究

ある HFA [19] を採用する．進化的手法には様々なも

では，テストデータの真値と推定値の間の相対 2 乗

のが提案されており，どのアルゴリズムが最も優れて

誤差 (Mean Squared Error：MSE) を評価することで残

いるとは断言できないが，文献 [4] では，HFA がフォ

りのハイパーパラメータを決定する．テストデータの

トニックデバイスの最適設計において比較的優位であ

真値と推定値の間の MSE が 10−7 程度で NN-CMT 解

ることが報告されている．DE は集団の大きさを表す

析の妥当性が確認できたため，MSE が 10−7 程度を基

差分ベクトルを用いて変種個体を生成する．探索が進

準に考えることとする．まず，隠れ層 1 層，学習回数

むにつれ差分ベクトルが小さくなるため，大域探索か

100,000 回の場合に，学習率が大きすぎる場合と小さ

ら局所探索へと連続的な移行が可能である．FA は自

すぎる場合には学習が進まず，学習率が 0.01〜0.04 の

分より優れた個体全てから影響を受けるため，探索空

ときに損失関数の収束が確認できた．このうち，0.01

間のより広範囲な情報を利用できる．HFA では，個体

の場合の収束が最も早く，より低い MSE が得られた

群を二つのグループに分割し，それぞれのグループ内

ため，本研究では学習率を 0.01 とした．次に，NN の

で DE，FA に基づく進化が行われた後，混合し，再度

隠れ層の数を決定する．隠れ層を増やしたときのテス

グループに分割する操作を繰り返す．このため，DE

トデータの真値に対する推定値の MSE とそのときの

と FA の両者の利点を活かした，より大域的で効率的

計算時間を図 3 に示している．図 3 より，隠れ層が

な解探索が期待できる．

2〜4 層のときに MSE が 10−7 以下となった．そのた

5. 数値計算例

め，以下の検討では，計算時間と推定精度を考え，隠
れ層の数を 3 とした．また，学習回数は損失関数が安

5. 1 NN の構築

定的に収束することが確認できた 200,000 回とした．

NN のハイパーパラメータは，教師データ数，隠れ層

なお，NN は位相不整合量とモード結合係数を別々に

のニューロン数，学習率，隠れ層の数，学習回数の順で

推定するよう二つ別々に作成している．以下それぞれ

決定する．まずはじめに教師データ数を決定する．NN

の推定結果について示す．

に入力する導波路パラメータは，入射波長 λ，各導波路
幅 w1 ，w2 ，導波路間隔 d である．各値のとりうる範囲

5. 2 CMT 計算パラメータの推定結果
前節で構築した NN を用いて CMT の計算パラメー

は，1.50 µm ≤ λ ≤ 1.60 µm，0.3 µm ≤ w1 ≤ 0.5 µm，
0.3 µm ≤ w2 ≤ 0.5 µm，0.3 µm ≤ d ≤ 1.0 µm とする．

タである位相不整合量 δ，モード結合係数 κ の推定

教師データのサンプリング方法には，文献 [11] で用い

路幅 w2 = 0.3 µm，導波路間隔 d = 0.5 µm のときの
導波路幅 w1 の変化に対する位相不整合量の変化を示

られている方法を採用し，各値の範囲を 8 点均等にサ

を行った．図 4 (a) は，入射波長 λ = 1.55 µm，導波
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図5

図 4 NN による CMT 解析に必要な計算パラメータの推定
結果

しており，実線が位相不整合量の真値，◯は NN に
よる推定値を示している．図 4 (a) より，NN によっ
て位相不整合量の推定が精度よく行えていることが
わかる．このときのテストデータの真値と推定値の

MSE は 3.08 × 10−7 であった．図 4 (b) は，入射波長
λ = 1.55 µm，w1 = w2 = 0.3 µm のときの導波路間隔
d の変化に対するモード結合係数の変化を示しており，

解析モデル

図 6 NN-CMT 解析と CMT 解析による導波路間のパワー
移行の様子

W1 (z) = w0


(領域 1, 3)
 w1

W2 (z) =
|2z
−
L|

 w0 + (w1 − w0 )
(領域 2)

L − 2l



(領域 1, 3)
 d0

{
(
)}
D(z) =
π|2z−
L|
d
−d
0
1

1−cos
(領域 2)
 d1 +

2
L − 2l


NN によってモード結合係数の推定についても精度よ

ここに W1 (z)，W2 (z) はそれぞれ上，下の各導波路の

く行えていることがわかる．このときのテストデータ

幅であり， D(z) は 2 本の導波路同士の間隔である．

の真値と推定値の MSE は 2.84 × 10−7 であった．

以下の解析においては，l = 10 µm，w0 = 0.3 µm，

5. 3 解 析 例

w1 = 0.4 µm，d0 = 1.0 µm，d1 = 0.3 µm，h = 0.2 µm

次に NN を用いて推定した位相不整合量とモード結

とする．図 6 に入射波長 λ = 1.55 µm のときの NN-

合係数を用いて方向性結合型光デバイスの解析を行い，

CMT 解析，CMT 解析により求まる各導波路のパワー

NN-CMT 解析の結果を通常の CMT 解析及びフルベク

移行の様子を示している．図から，両者の結果はよく

トル有限要素ビーム伝搬法 (FV-FE-BPM) の結果と比

一致していることがわかる．また，CMT 解析そのも

較し，本手法の有効性を確かめる．ここでは，コア，

のの妥当性を確認するため，放射モードも含む全ての

クラッドの材料の屈折率は ncore = 3.4，nclad = 1.45 と

モードを考慮した実際的な FV-FE-BPM 解析結果と比

し，図 5 に示すような伝搬方向に緩やかに構造が変化す

較する．図 7 に NN-CMT と CMT，FV-FE-BPM によ

る方向性結合型光デバイスを考える．波長 λ = 1.50〜

る出力の波長特性の解析結果を比較して示す．図より，

1.60 µm の TE 基本モード入射を考え，デバイス長を

全てのモードを考慮した FV-FE-BPM 解析と CMT 解

L = 50 µm として，位相不整合がある場合も検証する

析は比較的よく一致していることがわかり，NN-CMT

ため，各導波路の幅と導波路間隔は以下のように z 方

解析と CMT 解析の誤差は最大で 1.0% 程度，NN-CMT

向に変化するものとした．

解析と FV-FE-BPM 解析との誤差は最大で 3.0% 程度
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図7

解析モデルの出力の波長特性解析結果

と比較的よく一致しており，本手法の有効性を確認す
ることができた．

6. 最適設計例
本章では，前章で示した NN-CMT を用いて方向性
結合型光デバイスの最適設計を行い，本手法を用いた
際の設計時間について議論する．図 8 に HFA による
最適設計のフローチャートを，デバイスの特性評価
に NN-CMT を用いる場合と通常の CMT 解析を用い
る場合を比較して示す．図 8 (a) は，最適設計の際の
メインルーチンを示しており，解析に NN-CMT 及び

CMT を用いる場合のサブルーチンを図 8 (b) に示して
いる．CMT 解析では，伝搬ステップ ∆z ごとにフルベ
クトル有限要素法を用いた固有モード解析を行い，位

図 8 NN-CMT と CMT を用いた HFA による最適設計のフ
ローチャート

相不整合量及びモード結合係数の算出を行い，モード
結合方程式を解くことでデバイスの特性評価を行う．

NN-CMT 解析を用いた最適化では，図 8 (a) に示すメ
インルーチンの前に NN の学習過程が必要となるが，

CMT で必要とされる伝搬ステップごとの固有モード
解析はスキップされる．また，一度学習を行ってしま
うと，異なる特性のデバイスの最適化を行う際に，NN
の学習を再度行う必要はなく，設計を効率的に行うこ
とができる．最適化の前に NN の学習過程が入るが，
伝搬ステップ ∆z ごとの固有モード解析はスキップさ
れる．

図9

方向性結合型 3 dB カプラの設計モデル

図 9 に示すような方向性結合型光デバイスの設計モ
デルを考え，中心波長 1.55 µm，帯域幅 100 nm で動

出力までは構造が連続的に変化するものとし，入力導

作する波長無依存な 3 dB カプラの最適設計を行う．

波路終端から z = L/2 の位置まで N = 3 点とり，そ

材料の屈折率は ncore = 3.4，nclad = 1.45 とし，導波
路 1 への TE 基本モード入射を考える．また素子長を

の点での導波路 2 の幅 w2i (i = 1, 2, · · · , N)，導波路間
隔 di を設計変数とする．なお構造は z = L/2 を中心

L = 50 µm とし，入出力には w1in = w1out = 0.3 µm，

として z 方向に対称としており，間の構造を 3 次スプ

w2in = w2out = 0.4 µm，din = dout = 1.0 µm，l = 10 µm

ライン関数で表すものとする．また，導波路の高さは

の入出力直線導波路を配置する．ここでは，入力から

h = 0.2 µm とし，導波路 1 の幅 w1i (i = 1, 2, · · · , N) は
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図 12
表1

図 10

方向性結合型 3 dB カプラの最適化構造

最適化構造の出力の波長特性

方向性結合型 3 dB カプラの最適設計における計算時
間の比較

解析手法
FV-FE-BPM
CMT
NN-CMT

学習時間 [s] 解析時間 [s] 設計時間 [hr]
3.6 × 103
1.9 × 106
5.0 × 103
2.7 × 106
4.3 × 104
5.0 × 10−3
15

す．NN-CMT 解析と CMT 解析の誤差は最大で 1.5%
程度と比較的よく一致しており，NN による δ，κ の推
定が十分な精度で行えていることがわかる．また，設
計したデバイスが波長 1.50〜1.60 µm で 3 dB カプラ
として動作していることがわかる．
本最適設計に要した時間を表 1 にまとめて示す．

FV-FE-BPM を用いた，50 µm のデバイスの 1 回の解
図 11

最適化構造に対する NN-CMT 解析により求まるパ
ワー移行の様子 (λ = 1.55 µm)

析に要する時間はおよそ 3.6 × 103 秒程度であった．

CMT に必要である伝搬ステップ ∆z ごとの固有モード
解析 1 回に要する時間はおよそ 10 秒程度であること

0.3 µm と固定するものとする．最適化における目的関

から，本研究では ∆z = 0.1 µm にしているため，デバ

数は導波路 1 から出力されるパワーと導波路 2 から出

イス解析 1 回に要する時間はおよそ 5.0 × 103 秒程度

力されるパワーが等分配されるよう以下のように設定

である．一方，NN-CMT 解析 1 回に要する時間はお

した．

よそ 5.0 × 10−3 秒程度であるが，4096 個の教師データ

Minimize C =

∑

|P1 (λ) − P2 (λ)|

λ∈Λ

Λ = {1.50, 1.52, 1.55, 1.58, 1.60 µm}

の作成に要する時間はおよそ 4.1 × 104 秒程度と，学
習におよそ 2.4 × 103 秒程度の時間が別に必要になる．
しかし，教師データ作成と学習は 1 回限りである．次
に総設計時間を比較する．本最適化には個体数 128，

ここに Pi (i = 1, 2) は導波路 i における規格化出力

世代数 3,000 回の HFA を用いており，目的関数で指

パワーである．設計変数の変化範囲は 0.3 ≤ w2i ≤

定している波長点数は 5 点であるため，設計終了まで

0.5 µm，0.3 ≤ di ≤ 1.0 µm とし，最適化における

に必要となる解析回数は 1,920,000 回である．先に示

HFA の個体数は 128，世代交代数は 3,000 回とした．

したそれぞれの解析手法による 1 回の解析時間に最適

最適化によって得られた最適化構造を図 10 に示す．

化における解析回数を乗算すると，FV-FE-BPM では

また，図 11 には NN-CMT 及び CMT 解析で得られる

およそ 1.9 × 106 時間程度，CMT ではおよそ 2.7 × 106

入射波長 1.55 µm のときの最適化構造の導波路間のパ

時間程度であるのに対し，NN-CMT では総解析時間に

ワー移行の様子を示している．両者の結果はよく一致

学習時間を足し合わせても要する時間はおよそ 15 時

していることがわかる．また，図 12 に NN-CMT と

間程度であり，3 次元光導波路デバイスの最適設計が

CMT による出力の波長特性の解析結果を比較して示

大幅に効率化されていることがわかる．なお，計算機
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には Intel®Core™ i7-3770 3.40 GHz プロセッサーを用

の範囲で波長は 10 点，導波路間隔は 100 点で均等に

いており，全てのプログラムは C 言語を用いて筆者ら

サンプリングを行った．テストデータは教師データと

が自作したものである．

は別に用意した 20 個を使用した．NN を用いたモー

7. 偏波回転素子への応用

ド結合係数の推定結果を図 14 に示す．図 14 は，入射
波長 λ = 1.55 µm としたとき，導波路間隔 d の変化に

本手法の応用として偏波結合が生じる場合について

対するモード結合係数 κ の変化を示している．推定値

も有効性を確認する．文献 [25] で提案されている偏

とテストデータとの MSE は 7.08 × 10−9 であり，NN

波回転素子の断面構造を参考に，図 13 に示すような

を用いてモード結合係数がよく推定できていることが

伝搬方向に緩やかに構造が変化するような方向性結

わかる．次に推定したモード結合係数を用いて図 13

合型偏波回転素子を考える．コア，クラッド材料の屈

に示す方向性結合型光デバイスの解析を行い，得ら

折率は ncore = 2.2，nclad = 1.445 とし，port 1 に波長

れた結果を通常の CMT 解析及び FV-FE-BPM 解析に

λ = 1.50〜1.60 µm

の E y 基本モードが入射される場

よる結果と比較する．図 15 に入射波長 λ = 1.55 µm

合を考える．ここでは導波路間の位相整合がとれるよ

のときの NN-CMT 及び CMT により求まる各導波路

う w1 = h2 = 0.4 µm，w2 = h1 = 0.8 µm とし，素子
長は l = 20 µm， L = 60 µm とする．導波路間隔 d(z)

のパワー移行の様子を示し，図 16 には，NN-CMT と

は入力端から z = L/2 の位置まで標本点を 5 点とり，

を比較したものを示す．NN-CMT と CMT は解析誤差

CMT，FV-FE-BPM による出力の波長特性の解析結果

それぞれの標本点における間隔 di を 0.5，0.25，0.05，

は最大で 3.0% 程度，FV-FE-BPM 解析との誤差も最

0.01，0.0 µm とし，3 次スプライン補間を用いて d(z)

大で 1.5% 程度と比較的良く一致しており，解析を簡

を決定する．なお，構造は z = L/2 を中心として z 方

略化した CMT においても十分な精度で評価可能であ

向に対称構造とした．

ることを確認できた．偏波回転素子の最適設計に要す

まずはじめに入射波長 λ，導波路間隔 d を入力とし，
モード結合係数 κ を出力する NN を構築した．教師

る時間の見積りを表 2 にまとめて示す．FV-FE-BPM
を用いた場合，100 µm のデバイスの 1 回の解析に要

データは，1.5 µm ≤ λ ≤ 1.6 µm，0.0 µm ≤ d ≤ 1.0 µm

図 14 NN による方向性結合型偏波回転素子のモード結合
係数の推定結果

図 15
図 13

方向性結合型偏波回転素子の解析モデル

偏波回転素子に対する NN-CMT 解析により求まる
パワー移行の様子 (λ = 1.55 µm)
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適用でき，最適設計に要する時間も大幅に削減できる
ことを示した．本手法を用いることで，詳細設計に用
いる適切な初期構造を効率的に見出すことができ，3
次元光導波路デバイスの設計時間が大幅に削減するこ
とが可能である．本手法の方向性結合型光デバイス以
外への適用や，本手法で設計したものを初期構造とし
た製造トレランスなどを考慮した詳細設計は今後の課
題とする．
図 16

偏波回転素子に対する NN-CMT 解析と FV-FE-BPM
解析による出力の波長特性の比較
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