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光の集積回路を実現するフォトニック
結晶

●まず，納富さんがこれまで進めている研究の内容につい

てお教えください．

現在私は，ナノ加工技術によりフォトニック結晶と呼ば

れる構造体を作製し，これを使って従来難しかった光の大

規模集積技術を実現するための研究に取り組んでいます．

この研究では，情報処理チップの中に本格的な光ネット

ワーク技術を導入することで，現在のエレクトロニクスの

問題点を解決することが大きな目的となります．

電子回路は，性能を上げていけばいくほど，消費エネル

ギーが増え，同時に発熱も増えていきます．しかし，光で

は処理が高速になっても消費エネルギーはほとんど増えま

せん．つまり，回路の中に光による処理を導入することで，

エネルギーと発熱を抑制することができます．このような

特徴に注目して，現在さまざまな方法で電子回路に光の配

線や回路を取り入れようとする研究が行われています．

まず，チップの中に光の大規模な集積回路を実現するた

めには，光を漏らすことなく閉じ込める構造を持つ配線

（すなわち光の導波路）やデバイスをつくる必要があります．

また，集積化の規模を大きくするためには，1つひとつの配

線やデバイスのサイズを非常に小さくする必要があります．

これに対してフォトニック結晶は，「光の絶縁体」として機

能し，光を非常に狭い領域に閉じ込めることができるため，

光の集積回路をつくるのに適しているといえるのです．ち

なみに自然界に電気を通さない絶縁体はいくらでもありま

すが，光の絶縁体は存在しません．フォトニック結晶とい

う人工構造で初めて実現できるのです．

さらに，情報処理回路では，論理処理する場合，前の信

号を待たせて，次の信号が来てから計算し，処理を行う動

作が必要になります．しかし，これまでの光回路は光の信

号を待たせることができず，それが弱点となっていました．

一方フォトニック結晶は，光の伝搬スピードを非常に遅く

することができます．実験では，フォトニック結晶を使い，

通常の光のスピードの5万分の1という非常に遅い光をつく

ることに成功しています（図１）．

フォトニック結晶は今説明した「スローライト」のよう

な奇妙な性質をほかにもいろいろ持っています．そのもう

1つの例は，「負の屈折」と呼ばれる現象で，特殊なフォト

ニック結晶を用いると屈折率をマイナスの値にすることが

できます（図２）．自然界の物質の屈折率はすべてプラスで

すが，これがマイナスになると思いもしないような現象が

実現します．例えば，ただのフラットな界面がレンズのよ

うな働きをすることなどが分かっています．

光技術に起こりつつあるイノベーション

●今後，研究チームとしては，どのような成果を目指して

いるのでしょうか．

フォトニック結晶の活用として我々が考えている物の1つ

に，情報処理機器へ搭載するための「超低消費エネルギー

で超小型の高性能光デバイス」の実現があります．例えば，
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高性能なMPU（Micro Processor Unit）は，非常に大量

の電力を消費するため，携帯電話のような小型の情報処理

機器に搭載することはできません．MPUの中の電子回路で

はビットレートが高くなると情報転送のエネルギーコスト

が増大してしまうので，処理能力を高めながら劇的に消費

電力を減らすことは困難です．しかし，そこに光技術が取

り入れられれば，光回路は高ビットレートでも情報転送の

エネルギーコストが増大しないので，処理スピードが上が

っても，電子デバイスよりも小さな電力で動かすことがで

きるはずです．我々の研究ではすでに，フォトニック結晶

によって，いくつかの光デバイスで，動作エネルギーの劇

的な低減を実証しています（図３）．

次に必要なのは，個々のデバイスを集積していくことで

す．光の集積技術を確立し，同様の省エネルギー効果を実

証しながら，光集積回路を実現することが目標となります．

フォトニック結晶の研究は，まだ，基礎研究の域ですが，

光の集積技術が確立されれば，プロダクトの世界でも将来

的に利用することが可能になると期待しています．

一方で，優れた光デバイスをつくるためには，精度の高

いフォトニック結晶が必要となります．また，その鍵とな

るのは高度な加工技術の確立です．我々のチームでは，10

年前の結成当初から，地道にフォトニック結晶の性能を改

善し，加工技術の向上に励んできました．これにより，

NTTは早い段階で，高品質なフォトニック結晶導波路をつ

図２　フォトニック結晶の奇妙な性質「負の屈折」 
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図１　フォトニック結晶の奇妙な性質「スローライト」 
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くれることが認知されました．高い精度の加工技術を確立

したことは，その後の研究においても，非常に重要な意味

を持っています．

電子回路の歴史でいえば，真空管からトランジスタにな

り，トランジスタをチップとして集積する技術がインテル

などによって開発されました．今，光技術にもそれと同様

のイノベーションが起こりつつあります．これまで個のデ

バイスしか実現できていなかった光デバイスが，電子デバ

イスの進展と同様に集積回路の実現に向けて，進化し始め

ています．

この調子で，加工技術が進歩していけば，あと10年程度

で，光技術は何らかのかたちでチップの中に取り入れられ

ていくでしょう．そのとき，フォトニック結晶技術は，非

常に有力なものになると考えています．

新テーマとともにキャラバンで組織横
断のチームを結成

●今の研究にいたるまでには，どのような経緯があったの

でしょうか．

大学時代の研究は，自分で合成した擬一次元構造を持つ

結晶を極低温に冷やし，一次元状態に閉じ込められた電子

の特異な振る舞いを明らかにするというものでした．

1988年にNTTの研究所に入所してからは，微細加工技術

を使って電子を一次元や0次元の構造に閉じ込める構造の

研究に従事し，特に光デバイスに応用するための研究を

行っていました．ところが，当時の研究室の上司が次々に

異動してしまい，結局私は，1人で研究を続けることになり

ました．まだ新人に毛が生えた程度でしたし，あまり予算

もありませんでしたが，かなり自由な研究環境だったとい

えます．

「研究のテーマを変えてはどうか」と上司からいわれたの

は，研究を始めてから10年近くが経ち，論文を何本か書き，

博士論文も書ける程度に研究がまとまったころです．しか

も太っ腹なことに，「何をやってもいいから自分でテーマを

考えなさい」というのです．そこで1年間，スウェーデンに

留学し，そこでドクター論文を仕上げつつ，次のテーマを

考えることになりました．

一方で，当時フォトニック結晶の概念が提唱された時期

から，初期のマイクロ波を使った原理検証の研究を経て，

研究のフェーズが変わろうとしているときでもありました．

私がスウェーデンに留学していたときは，光の波長領域で

の原理検証が行われ始めたころです．日本では，当時，フ

ォトニック結晶の研究はまだ一部の大学で始まっていただ

けでしたが，世界の研究人口は徐々に増え始めていました．

また，フォトニック結晶に必要な構造は，100 nm以上

の大きさで，今まで自分の研究でつくっていたものより一

桁大きな構造で技術的に容易だったことも，私がフォト

ニック結晶を次のテーマに決めるきっかけになりました．

そして，新しい研究テーマとともに，これまでの個人研

究から，仲間を増やす計画が立てられました．そこで実施

したのが「キャラバン」です．キャラバンでは，自分の所

属する組織だけでなく，他の研究所からもフォトニック結

晶に興味を持たれる研究者を募りました．

急に多くの研究者たちが参加してくれたわけではありま

せんが，それでもいくつかのグループから，参加する人が

現れ，組織を横断したかたちでチームがつくられました．

NTTの研究所内で，横断的な研究は多くありますが，その

ほとんどは2，3年でプロダクトの成果が出るような実用化

に近いもので，我々の研究のような基礎的なテーマでは珍

しいことです．横断チームを結成したことで，研究はこれ

までにできなかったような加工技術や測定技術を使えるよ

うになり，その効果は大きかったと思います．

自分を追い込むことからヒラメキが生
まれる

●現在の研究チームについて教えてください．

現在，同じ研究所のメンバが7人と，ほかの研究所のメン

バが数名います．フォトニック結晶の研究テーマは，ブ

レークダウンしていくつかのテーマに分け，それを数人で

担当しています．そこで一番神経を注いでいるのは，それ

ぞれのテーマが，時間を追って成長していくものでなけれ

ばならないということです．そのため，日常的な研究はメ

ンバに任せ，中長期的な研究テーマについては数年後の展

図３　動作速度 vs 消費エネルギー 
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開を予測し，そこから逆算するようなかたちで，私が考え

るようにしています．

白紙の状態から，自分でテーマを見つけていくことは，

決して嫌いではないのですが，同時にプレッシャーもあり

ます．さらに，そういう状態に追い込まれないと，ある種

のヒラメキや斬新な発想は生まれてはこないことも事実な

のですが，精神的に追い込まれますから，なかなか楽では

ありません．そんなときは，かつてスウェーデンに留学し，

毎日，自分が何について研究するかを考え続けていたとき

の経験が今でも役に立ちます．また，そういう時間を与え

てくれたことに対して，当時の上司には非常に感謝してい

ます．

一方で，研究というものには，試行錯誤や模索するため

の回り道がつきものです．したがって，特定の時間や人，

組織に，余裕とか余白のようなものがなければ，研究者は

行き詰まってしまいます．NTTの研究所は，その点では環

境的に恵まれているのではないでしょうか．

かつてはチベットへ１人旅も

●研究以外で，何か趣味にされていることはありますか．

社会人になって以降，独身時代は，よく海外へ1人で旅に

出かけました．最初は北米やヨーロッパ等の定番地域に出

かけていましたが，次第にそれでは飽きたらなくなり，最

終的には，チベットやインド，ベトナムにまで足を伸ばし

ましたね．

中でもチベットは，面白かったですね．特に，高地にあ

るナムツォという湖に行ったときのことは今でも強く印象

に残っています．その湖は，首都から数百キロ離れた場所

にあるため道もなく，普通の交通機関では行けません．そ

こで，現地で情報を収集し，ジープをチャーターし，道な

き道を湖を目指して進みました．

苦労してたどり着いたナムツォ湖は，この世のものと思

えないほどの神々しい美しさでした．この湖は，海抜

4 718 mと世界でもっとも標高の高い場所にある塩水湖で

す．まさにチベット語で「聖なる湖」または「天にもっと

も近い湖」と称えられるのに恥じない素晴らしさでした

（写真）．

結婚し，子どもが生まれてからは，1人で旅に出ることも

なくなりましたが，基本的に街を歩くことが好きなので，

休みの日には，子どもたちを連れて，寺や美術館をめぐっ

たりしています．

テーマの「面白さ」を深く理解するこ
とで研究者は磨かれる

●最後に，若い研究者の方々にアドバイスをいただけます

でしょうか．

1つは，研究テーマに対して，ある程度長い期間，がんば

れるだけの「芯」を持つことです．私も含めて，研究者は，

研究で思ったような成果がでないと不安になってしまうこ

とがあります．しかし，そこであきらめずに，その辛い期

間を耐えることができる胆力が必要です．これは，常に自

分にも言い聞かせていることでもあります．

もう1つは，自分が研究するテーマに対して，その面白さ

を自分自身で見つけることです．研究テーマの面白さは，

そこにどんな可能性があり，その分野に対してどういう意

味を持っているかを，自分なりに深く理解しなければ見い

だすことができません．また，見いだせなければ，長く研

究を続けることができません．

流行っている研究は予算がつきやすいため，最近では，

学生でもそのような研究にどんどん乗り移る傾向がありま

す．流行りに乗り遅れると，取り残されてしまうのではな

いかという焦りもあると思いますが，私は，それはとても

危険なことだと感じています．

なぜなら，研究は，そのほとんどが失敗の連続だからで

す．その中で僅かな成功体験を積み重ねながら，研究生活

を続けていかなければなりません．しかし，失敗し続けて

も，自分がそこに面白さを見つけられていれば，それを検

証実績として成功へとつないでいくことができますし，多

少のことがあってもくじけることなく研究を続けられるは

ずです．その意味で「面白さを自ら見つけられる」という

ことは，研究者としての重要な資質の1つではないかと思っ

ています．

写真　ナムツォ湖


