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あらまし 高性能な光デバイスの開発のため，設計自由度の高い自動最適設計への関心が高まっている．その
中で，設計者の経験によらず高性能な光デバイスを構造のトポロジーまで含めて自動設計できるトポロジー最適
設計の研究が盛んに行われている．トポロジー最適設計では自由度の高い設計が可能である．その反面，最適化
により得られる光デバイスの構造が複雑化し，実際には作製が困難と思われる構造が得られる場合がある．実際
の作製を考慮すると，より単純な構造が得られることが望ましいが，出力と構造の単純さはトレードオフとなる
場合もあり，二つの条件がバランスした構造を得ることが求められる．そのため本検討では，多目的最適化を用
いた光デバイスのパレート最適設計について検討を行っている．
キーワード

多目的最適化，トポロジー最適化，光デバイス，関数展開法

製を考慮すると，より単純な構造が得られることが望

1. ま え が き

ましい．構造の単純化では，構造平滑化フィルタを用

通信トラヒックの増加により，光通信の高速・大容

いた構造単純化 [14] や，素子特性の広帯域化を図るこ

量化が求められている．その実現のため高性能な光デ

とで構造が単純化する [11] という報告もある．また，

バイスの開発が行われ，設計の柔軟性が高い自動最適

作製誤差が生じたときの特性劣化を抑圧するような最

設計への関心が高まっている [1]〜[15]．その中で，設

適設計の報告 [7], [13] や，トポロジー最適設計された

計者の経験によらず高性能な光デバイスを構造のト

構造を簡単な基本要素で表現することで構造を単純化

ポロジーまで含めて自動設計できるトポロジー最適

する報告 [15] もなされていている．ところで，デバイ

設計の研究が盛んに行われており，フォトニック結晶

スの特性と構造の単純さはトレードオフとなる場合も

導波路素子 [4]〜[7] や，誘電体導波路曲がり [8], [9]，

あり，文献 [11] の設計例では，ほぼ完全な特性では

分岐素子 [7]〜[9]，交差導波路 [7], [10]，波長分離素

あるが複雑な構造のデバイスと，デバイス特性がわず

子 [11], [12]，スローライトデバイス [13], [14] など様々

かに劣るが大幅に単純化された構造のデバイスが示さ

な適用例が報告されている．トポロジー最適設計では

れている．したがって，構造の単純化を図るときに，

自由度の高い設計が可能である反面，最適化により得

特性の改善と構造の単純さをどの程度重視するかの適

られる光デバイスの構造が複雑化し，実際には作製が

切なパラメータの設定が必要になり，二つの条件がバ

困難と思われる構造が得られる場合がある．実際の作

ランスした構造を得ることが求められる．デバイス構
造の単純さを目的関数に加え，性質の異なる目的を一
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純さを別々の目的関数とした多目的最適化を行う．多

εr (x, y) = εr a + (εr b − εr a ) H (w (x, y))

目的最適化では目的関数間でトレードオフとなる解の
集合であるパレート最適解を求めるため，設計者は用

w (x, y) =

N
∑

(1)

ci fi (x, y)

(2)

i=1

途に応じて任意の最適解を選択することが可能となる．
本検討では解の探索に進化的手法の一つである遺伝

ここで H(ξ) は比誘電率分布が微分可能となるよう，遷

的アルゴリズム (GA) を用いる．進化的手法は大域的

移領域で 0 から 1 へ連続に変化するように修正された

な解探索が可能であるが，膨大な回数のシュミュレー

修正ヘビサイド関数であり，以下のように定義される．

ションを繰り返す必要があるため，計算コストの高さ
が問題となる．そのため本検討では，対象問題の探索
空間が連続である場合に少ない評価回数で効率的に最
適解を求めやすい勾配法を組み合わせることで効率的
にパレート解の探索を行う方法を提案する．

2. ではまず従来の関数展開法に基づくトポロジー最
適設計について述べ，3. で単純な多目的 GA について
述べる．その後，4. で設計の効率化を図った感度情報
を利用した多目的 GA について述べる．5. で設計例を
示し，6. でまとめを述べる．

2. 関数展開法を用いた光デバイスの最適
設計
2. 1 設計領域内の屈折率分布表現
本検討では図 1 に示すような導波路不連続問題を考
え，port 1 から入射した光を任意のポートに任意の割
合で分配する光デバイスの最適設計を行う．設計領域
内の構造を数値パラメータにより表現し，その設計変
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本検討では，設計領域内の構造表現に関数展開法を
用いる [8]．関数展開法では，デバイスを構成する材料
の比誘電率をそれぞれ εr a ，εr b とすると設計領域内
の比誘電率分布は以下のように表される．

(−h < ξ < 0)
(3)
(0 ≤ ξ < h)
(ξ ≥ h)

また，w(x, y) は構造決定関数であり，この零等値線が材
料境界を与える．w(x, y) は係数 ci で基底関数 fi (x, y)
を重み付けた重ね合わせによって与えられ，ci を設計
変数として最適化することで目的の特性をもつデバイ
スの設計を行う．
基底関数には様々な関数が用いられるが，本検討で
は後に示す媒質境界辺の長さの算出が容易な四角錐
関数を用いる．このとき w(x, y) は以下のように表さ
れる．

w(x, y) =

Ny
Nx ∑
∑
i=1 j=1

数を最適化することで目的の特性をもつ光デバイスの
構造を得る．

(ξ ≤ −h)

f (ξ) =

ai j f

(x− x )
i

∆x




 1 − |ξ |

(|ξ | ≤ 1)





(|ξ | > 1)

0

(
f

y − yj
∆y

)
(4)

ここで Nx ， N y はそれぞれ x ， y 方向の基底関数の展
開項数，xi ，y j は各離散点の座標，∆x ，∆y は x ，y 方
向の離散点間隔を表す．また，四角錐関数を用いる場
合，振幅 ai j が設計変数となる．

2. 2 随伴変数法に基づく感度解析
マクスウェル方程式より光波の伝搬を表す波動方程
式は以下のように表される．

(
)
(
)
∂
∂ϕ
∂
∂ϕ
p
+
p
+ k02 qϕ = 0
∂x
∂x
∂y
∂y

(5)

ここに p, q, ϕ は TE 波，TM 波に対して

図 1 光デバイスの最適設計の問題設定

p = 1 q = n2 ϕ = Ez
for TE wave
1
p = 2 q = 1 ϕ = Hz
for TM wave
n
√
である．ここで，n = εr は屈折率分布， Ez 及び Hz
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はそれぞれ電場と磁場の z 成分，k 0 は自由空間波数で

Copt は 目的関数の目標値であり，δ は更新の速さを調

ある．式 (5) に有限要素法 (FEM) を適用すると，次の

整する任意定数で，事前検討で比較的安定な解の改善

連立一次方程式を得る [16]．

が行われる値として，経験的にここでは δ = 2 として

[P(εr )]{ϕ} = {u}

(6)

ここで [P] は有限要素行列，{ϕ} は未知の電磁界ベク
トル，{u} は入射波に関するベクトルである．
勾配法を用いてデバイスの特性が改善する方向に設

いる．C と Copt の差が大きい場合はパラメータが大き
く更新され，特性が改善されるに従って更新量が小さ
くなる．

3. 多目的遺伝的アルゴリズム

計変数を更新する際には，特性の設計変数に対する感

従来の勾配法に基づくトポロジー最適化では初期構

度を知る必要があり，その解析法として随伴変数法を

造依存性が強い．GA のような多点探索手法では，乱

用いる．このとき感度の計算式は以下のように表され

数を用いて解空間に広範に初期個体を生成することで，

る [9]．

より大域的な解の探索が可能であり，勾配法と比べて
初期構造依存性を緩和することができる．一方で，性

∂[P(εr )]
∂Sn1
= −{λn }T
{ϕ}
∂ci
∂ci

(7)

[P(εr )]T {λn } = {gn }

(8)

能の高い構造が単純である保証はないため，性能のみ
を追求すると構造が複雑化する場合も見られる．その
ため，本検討では，性能を指標とする目的関数の他に，

ここで {gn } は n 番目の出力ポートにおける固有モー
ド界分布からなるベクトルであり，{λn } は随伴変数ベ

構造の単純さを指標とする目的関数を用意し，多目的

クトルである．式 (7) において {ϕ} は伝搬解析により

まると，設計者は作製可能な構造の中から特性の高い

既に求まっており，{λn } の計算は設計変数の数によら

解を選ぶことができる．

GA によるパレート最適化を試みる．パレート解が求

ず一度でよい．そのため，設計変数ごとに ∂[P]/∂ci の

多目的 GA のフローチャートを図 2 に示す．目的関

みを計算すればよく，効率的に感度の解析が可能であ

数の具体的な評価式は 5. の最適設計例において示す

る．∂[P]/∂ci の計算はグレイ領域を用いることで εr

が，各個体ごとに C1 ，C2 を個別に評価する．交叉，突

に関して微分可能となり，以下のように表すことがで

然変異は通常の GA と同じように行うが，個体の適応

きる．

度の評価はパレート解のランキングにより行い，ラン

∬
∂[P] ∑
∂εr ∂[p(εr )]
=
dxdy
∂ci
∂εr
e ∂ci
e
∂H(ξ)
∂εr
= (εr b − εr a ) fi (x, y)
∂ci
∂ξ ξ=w(x, y)

キング 1 のパレート解をアーカイブに保存し，親個体

(9)
(10)

ここで [p(εr )]e は行列 [P(εr )] の被積分要素行列で
ある．

2. 3 勾配法による設計変数の更新
従来の関数展開法に基づくトポロジー最適化では設
計変数の更新に勾配法を用いる．このとき，設計変数
は以下のように更新する．

cpost = cpre + α × (−∇c C)

(11)

ここで cpre ，cpost はそれぞれ更新前，更新後の全ての
設計変数からなるベクトルで，∇c C は設計変数に関す
る目的関数 C の勾配を表す．α は移動度であり，以下
のように決定する．

α=δ×
148

|C − Copt |
|∇c C|

(12)

図 2 多目的 GA の流れ
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図 3 境界辺の長さの計算

の選択はアーカイブに保存された個体から行うものと
する．
目的の入出力特性に対応する目的関数は前章の FEM
に基づき解析する．構造の単純さについては別の指標
を考える必要がある．ここでは，媒質境界辺の長さが
短いほど単純な構造であると仮定する．構造表現に用
いる関数展開法では，要素ごとに材料設定を行う密度
法とは異なり，設計領域全体に広がる関数 w(x, y) を用

図4

勾配法を組み合わせた多目的 GA の流れ

い，その零等値線により構造を表現する．w(x, y) は解
析関数であるため，境界辺の長さを解析的に積分する
ことが可能な場合もあるが，目的に応じて関数展開法
の基底関数を変更した際には解析積分が困難な場合も
ある．そのため，本論文では，境界辺の計算にグラフ
の等高線を描画する方法を応用する．そのため，設計
領域を有限要素分割とは別に格子状に離散化した後，
各格子点での w(x, y) の振幅を求め，格子内の零等値線
を描くのと同じ方法でその長さを求める．図 3 (a) は設

図 5 随伴変数法によるパレート解の更新

計領域を格子状のセルに粗く離散化した様子を示す．
図 3 (b) に示すように媒質境界が含まれるセルに対し

て進化させる．その様子を図 5 に示す．本検討では二

ては，精度を高めるためその内部を更に細分化し，細

つの目的関数 (C1, C2 ) を考えるため，勾配法による進

分化されたセル内で媒質境界を直線近似する．全ての

化では目的関数 C1 に対する進化と C2 に対する進化を

セル内の媒質境界辺の長さを足し合わせることで，構

別々に行っており，結果として一つのパレート解から

造全体の媒質境界辺の長さを求めている．

二つの解が新たに生成される．入出力特性に対する感

4. 感度情報を活用した多目的遺伝的アルゴ
リズム
前章の多目的 GA では最終的な最適解を得るために
十分多くの個体とその個体数に応じた反復計算が必要
となる．そのため，本検討では GA による最適化の過
程で勾配法により個体を進化させることで解の収束を
早めることを考える．提案法のフローチャートを図 4
に示す．ここでは前章の多目的 GA で得られたパレー
ト解の中から個体数分ランダムに選び，勾配法を用い

度の解析及び更新は 2. で述べた従来の関数展開法を
用いたトポロジー最適化と同じように行うことができ
る．一方，境界辺の長さに対する目的関数の感度は解
析的に求めることが困難である場合も考慮して差分計
算で行う．境界辺の長さを lΓ とすると

l ′ − lΓ
∂lΓ
= Γ
∂ci
∆ci

lΓ′ = lΓ (ci + ∆ci ) ,

(13)
lΓ = lΓ (ci )

により感度を求める．実際の計算では図 6 に示すよう
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図6

設計パラメータの変化による境界辺の変化

図 7 モード変換素子の設計モデル

に，ある一つの設計パラメータの変化の影響はその節
点が含まれる最大 4 個の単位セルにしか及ばないた
め，この感度の計算は効率的に行うことができる．目
的関数 C2 の改善のための設計パラメータの更新は入
出力特性の改善と同様，式 (11) に基づいて行う．

5. 最適設計例
5. 1 モード変換素子の最適設計例
提案する多目的最適設計法の有用性を確認するた
め，ここではモード変換素子の設計例を示す．設計モ
デルを図 7 に示す．材料の屈折率は n1 = 3.4，n2 = 1，
構造パラメータは w = 0.45 µm，d = l = 0.5 µm，

図8

モード変換素子の最適化により得られたパレート解

W x = 1.5 µm，W y = 0.9 µm，四角錐関数の展開項数を
Nx = N y = 17 とする．波長 1.55 µm の TE 基本モード
を port 1 に入射し，第一高次モードに変換して port 2
へ出力する動作を実現する．多目的 GA による最適化
の反復回数は 40 回，個体数は 8，突然変異率は 1% と
し，多目的最適化における二つの目的関数はそれぞれ

Minimize C1 = 1 − |S21(TE0 →TE1 ) | 2

(14)

l
Minimize C2 = Γ
Wx

(15)
図 9 モード変換素子の最適化構造と伝搬界分布の例

とする．ここで，lΓ は設計領域内の境界辺の長さを
表す．C1 はモード変換効率，C2 は境界辺の長さに対

較を図 10 に示す．出力あるいは長さのみを感度に基

する目的関数である．多目的最適化により得られたパ

づき勾配法で最適化した場合の結果は，ランダムに生

レート解を図 8 に示す．白丸は世代交代 2 回ごとのパ

成した三つの初期構造に対して 40 回の反復により得

レート解であり，黒丸が最終的に最適化により得られ

られた最適化結果をそれぞれ示している．図 10 にお

たパレート解である．パレート解のうち赤丸で示す解

いて，単純な多目的 GA について，個体数を 400，800，

について，構造と伝搬界分布を図 9 に示す．モード変

1600，3200 とし，反復回数を 100 回とした場合の結果

換効率は図 9 (a) が 0.98，(b) が 0.95，(c) が 0.89 であ

も併せて示している．感度計算を行わない単純な多目

り，(b) は (a) よりも単純な構造でありながらほぼ同等

的 GA では，提案法と比較して特性の改善があまり進

な特性が得られている．

んでおらず，個体数，反復回数を増加させた場合にお

本手法で得られたパレート解，遺伝的アルゴリズム

いても変換効率は最大 0.85 程度であった．また，媒質

のみを用いた場合のパレート解，勾配法により出力あ

境界辺の長さについては，初期個体群の構造をランダ

るいは長さの感度のみを最適化して得られた解との比

ムに生成するため複雑になりやすいことに加え，交叉
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図 10

図 11 3 モード変換素子の最適化により得られたパレート解

各最適化手法の比較

において，二つの構造の一部を組み合わせることで新
たな構造を生成しているため，構造の単純化が進みづ
らくなっていると考えられる．単純な多目的 GA の場
合，反復回数 100 回，個体数 3200 の場合における計算
時間はおよそ 16 時間であった．より良い解を得るた
めには，更に多くの個体数，反復回数が必要になると
考えられる．一方，本手法は感度情報を利用して個体
を進化させることで，計算時間は 38 分となり，効率的
に特性の良いパレート解が得られていることがわかる．
次に，3 モードの変換を行うモード変換素子の設計
例を示す．設計モデルは図 7 で示したモデルと同じで
あるが，3 モード伝送のため，ここでは入出力導波路
幅を w = 0.7 µm としている．四角錐関数の展開項数
も同様に Nx = N y = 17 とし，port 1 に入射した波長

1.55 µm の TE0 を TE1 に，TE1 を TE2 に，TE2 を TE0
に変換する動作を考える．多目的 GA における最適化
の反復回数は 40 回で，目的関数 C1 は

(
Minimize C1 = 1 −
(
+ 1−
(
+ 1−

S21(TE0 →TE1 )
S21(TE1 →TE2 )
S21(TE2 →TE0 )

図 12 3 モード変換素子の最適化構造と伝搬界分布の例

レードオフとなるようなパレート解を得ることが示

)

された．一方で，得られた構造が類似したものとなっ

2

)

り，解の多様性が失われている可能性がある．そのた

2

)

2

ており，勾配法により解の収束を早めていることもあ
め，解の多様性を確保できるように多目的 GA の改良

(16)

を行った．改良した多目的 GA では，図 13 に示すよ
うに，パレート解 (赤丸) に加えて，水色で色付けした

とし，目的関数 C2 は式 (15) としている．多目的最適

領域に存在するパレート解から一定の距離内にある個

化により得られたパレート解を図 11 に示す．白丸は

体 (青丸) を近傍解として親個体の候補に加えることで

最適化 2 回ごとに得られたパレート解であり，黒丸が

解の多様性を図る．ここでは，設計変数ベクトルを x

最終的に得られたパレート解である．パレート解のう

として近傍解集合を以下のように定義している．

ち赤丸で示す解について，構造と伝搬界分布を図 12
に示す．(ii) の構造では (i) よりも単純な構造で同程度
の変換効率が得られているが，(i) の構造に類似した構
造となっている．

5. 2 多様性を確保した多目的 GA を用いた設計例
前節で示した結果では変換効率と構造の単純化がト

2

2 C (x) − C (k)

∑


© i
i ª
x

® <1


ai

k=1 
¬

 i=1 «
Mp 

∪



(17)

ここに Mp はパレート解の個数，Ci (x) (i = 1, 2) は個
(k)
体の各目的関数の値，Ci は k 番目のパレート解の各
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図 13

多様性を確保した多目的 GA における解の操作

図 15

多様性を確保した多目的 GA により得られたモード
変換素子の最適化構造と伝搬界分布の例

図 14 モード変換素子の解の多様性を確保して得られたパ
レート解及び近傍解

目的関数の値であり，ai は各目的関数に設定した許容
範囲を表し，目的関数が取り得る値の範囲を考慮して
決定する．ここでは，取り得る値の範囲 0〜1 に決まっ
ている C1 に対しては a1 = 0.2 とし，値の範囲を予測

図 16 変換効率の感度のみを用いた最適化結果の例

できない C2 に対してはその時点での最大値 C2_max を
用いて，a2 = C2_max /3 とした．

と，単純な直線導波路を初期構造とする．ランダムに

また，感度による進化は，新たに生み出された子個

生成した初期構造より得られた図 16 (a)，(b) の最適化

体 (緑丸) に加えて，ランダムに選択したパレート解

構造は非常に複雑な構造となっており，局所解の一つ

(本論文では子個体と同じ数選択) に対して行う．

に収束していると考えられる．(c) の構造は変換効率が

改良した多目的 GA を用いて前節で検討した二つ

0.96 であり，目的関数 C2 は 3.5 であった．(c) の構造

の設計モデルについて多目的最適化を行う．図 14 は

と図 15 (b) の構造を比較すると変換効率，構造の単純

図 7 で示した設計モデルで最適設計を行い得られた結

さ共に多目的 GA で得られた構造のほうが優れている．

果で，黒丸がパレート解，白丸はパレート解の近傍解

従来のトポロジー最適化では準局所解に陥ってしまう

を表している．パレート解のうち赤丸で示す解につい

場合があるのに対し，本手法は局所解に陥ることをあ

て，構造と伝搬界分布を図 15 に示す．モード変換効

る程度回避することが可能である．また，前節で示し

率は (a) が 0.99，(b) が 0.97，(c) が 0.85 で，(b) の構造

た 3 モードのモード変換素子の最適設計を行い，得ら

は単純な構造で (a) の構造と同程度の変換効率であり，

れたパレート解を図 17 に，パレート解のうち赤丸で

前節の図 9 (b) の構造よりも高い変換効率が得られて

示す解について，構造と伝搬界分布を図 18 に示す．

いる．ここで，図 16 に目的関数 C1 のみを用いた従
来のトポロジー最適化により得られた幾つかの構造と

図 12 で示した (ii) の構造と，得られた (ii) の構造を比

伝搬界分布を示す．勾配法による解探索の初期構造依

がらより高い変換効率が実現できていることがわかる．

存性を調べるため，ランダムに生成された二つの構造

今回の検討では，構造の単純化の指標として境界辺
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較すると，改良後に得られた構造では，単純でありな
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