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光による情報処理技術の必要性

情報通信は現在の私たちの生活の基
盤を支える重要な技術となっています
が，その歴史において長距離の電気通
信が光信号に置き換わり，次第にその
変化が短距離スケールにまで及ぶとい
う推移をたどってきました（図 １ ）．
これは，銅線による電気通信で長距離
伝送しようとしても，高ビットレート
化できず大容量信号を送れないという
帯域制限が原因でした．現在，すでに
FTTH（Fiber To The Home） が 普
及し，通信装置の内部まで光化されよ
うとしていますが，NTTナノフォト
ニクスセンタでは，さらに先のもっと
短い距離スケールとなるプロセッサ

チップの内部に光のネットワーク技術
を入れるための研究を行っています．

プロセッサチップのような小さな世
界は電気による信号処理が最適と思わ
れてきましたが，私たちは以下で説明
する ２ つの理由から将来的にチップの
中に光による情報処理技術が必要にな
るだろうと考えています．ただ，その
理由は，銅線が光ファイバに置き換
わった理由とは少し異なります．
■消費電力の増大

現在のプロセッサチップは，高性能
化しようとすると消費電力が飛躍的に
大きくなってしまうという問題に直面
しています．チップの中で大きく電力
を消費しているのは，微細化した配線
やコア間ネットワークです．これは電

気による情報転送が抵抗と静電容量
（RC）による制限を受けるため，高ビッ
トレートになると電力消費が増大して
しまうことが原因です．光による情報
転送はRCによる制限を受けないため，
高ビットレートになると光のほうが省
エネになります．これが私たちがチッ
プの中に光技術を導入しようとする １
番目の理由です．

今後，プロセッサの性能を向上する
ためには，ビット当りの消費電力を下
げる必要がありますが，電気による情
報転送は，ビット当り数１0 fJの下限
があると考えられています．現在は，
まだ深刻な問題ではありませんが， 
１0～１5年後にはこの壁を越える必要
が出てきます．光技術はこの壁を越え
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図 1 　さまざまな距離スケールで見た情報通信ネットワーク
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オンチップ光集積に向けたナノフォトニクス技術

NTTナノフォトニクスセンタでは，プロセッサチップの中に光のネット
ワーク技術を導入することをめざした基礎研究を行っています．ベースと
なるのはフォトニック結晶に代表されるナノフォトニクス技術で，私たち
はナノフォトニクスを集積する技術を用いて，光デバイスを超小型化し，
消費エネルギーを劇的に低減し，さまざまな新しい機能を出すことをね
らった研究を行っています．本特集では私たちが開発したナノデバイスの
最新の成果と，ナノフォトニクスをベースとした新しい光コンピューティ
ングへの取り組みを紹介します．
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る可能性を持つと考えられており，私
たちは，今後チップの中に光技術が
入っていき，CMOS（Complementary 
Metal Oxide Semiconductor）の電気
回路と協調するかたちになることを想
定しています（１）（図 ₂ ）．
■演算遅延

チップの中に光を入れるもう １ つの
理由は，プロセッサの演算遅延時間に
関連します．プロセッサの性能は今も
ムーアの法則に従って向上しています
が，その中身をみるとトランジスタ単
体の遅延時間はすでに飽和しており，
並列化技術などによって性能向上がな
されています．ただし，真の低遅延処
理が必要な場合には，この遅延が問題
になります．

今後，私たちの社会は現実世界
（Physical World）とサイバー世界
（Cyber World）が密接に結びついた
CPS（Cyber Physical System）社会
となると考えられていますが，そこで
は現実世界からの大量の情報インプッ
トに即座にサイバー世界がレスポンス
する必要性が強まり，演算の遅延が重
要な問題となります．後で示すように
光技術は，演算の遅延時間を飛躍的に
短くできる可能性があるのですが，こ

れが私たちがチップの中に導入可能な
光技術をめざすもう １ つの理由です．

では，まず，そのためにどのような
技術が必要となるのか見ていきま
しょう．

集積ナノフォトニクス技術の　　
必要性

プロセッサチップの中に光のネット
ワーク技術，演算技術を導入しようと
すると，超小型の光デバイスを大量に
チップの中に集積する必要が出てきま
す．しかし，光は本質的に狭いところ
に閉じ込めるのが難しいため，一般に
光デバイスは，電子デバイスに比べて

圧倒的にサイズが大きく，集積するこ
とが困難とされてきました．ムーアの
法則として有名なトランジスタの集積
度とそれに比較するかたちで光デバイ
スの集積度の年推移を図 ₃ に示しま
す．光デバイスの集積規模は２000年
ごろから進歩をはじめ，ムーアの法則
とほぼ同じレートで上昇しています．
ただ，近い将来，現在の光デバイスサ
イズによる限界がくるため，デバイス
サイズを飛躍的に小さくしなければそ
れ以上の集積度向上は望めません．

私たちはチップの中に１00万個程度
の光デバイスが集積できる技術をめざ
していますが，その目標は既存技術で

光ネットワークレイヤ 

電気回路レイヤ（Si CMOS）

図 2 　プロセッサチップの将来展望
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図 3 　トランジスタと光デバイスのチップ当りの集積度の推移
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の達成は困難です．また，単に小さく
するだけでは不十分で，各デバイスの
消費エネルギーも低い必要があります
が，現状の光デバイスの消費エネル
ギーは １ ～１00 pJ/bit程度です．先ほ
ど，光の情報転送コストが低いという
話を書きましたが，いくら転送コスト
が低くても光デバイスがpJも消費し
てしまっては意味がありません．した
がって，光デバイスの消費エネルギー
を１000分の １ 程度に下げる必要があ
ります．

以上のように，集積度，エネルギー
消費に関して，今後大きなブレークス

ルーがないとチップの中に大量の光デ
バイスを集積するのは困難です．私た
ちは，この目標を達成するためには，
次に紹介するナノフォトニクスの集積
技術が必要と考えており，集積ナノ
フォトニクスの研究を行っています．
ナノフォトニクスにはさまざまな技術
がありますが，その １ つとしてフォト
ニック結晶＊という技術を紹介しま 
す（２）,（3）．これは屈折率を１00 nm程度
の周期で変調した人工構造で，従来の
物質では不可能なさまざまな新しい物
性を実現できることが知られていま
す．特に光を強く閉じ込めることで，

光と物質の相互作用が増強できるた
め，光デバイスを小型化し，低消費エ
ネルギー化するのに有効です．図 ４ に
シリコンをベースにつくったフォト
ニック結晶の一例を示しますが，この
ような構造はNTT研究所が保有する
最先端の半導体加工技術を駆使してつ
くることができます．

超小型化と低消費エネルギー化

私たちはフォトニック結晶を用いた
さまざまな光デバイスを開発してきま
した．いずれもサイズは数ミクロン程
度で，従来デバイスの１00分の １ から
１000分の １ 程度の大きさで，消費エ
ネルギーを劇的に小さくできます．さ
まざまな光スイッチの消費エネルギー
と動作速度を比較した表を図 ５ に示し
ます．従来デバイスは，エネルギーと
動作時間の積がほぼ一定のライン上に
あることが分かります．ところがフォ
トニック結晶光スイッチ（4）は，この積
が三桁ほど小さい所にあります．この
積は実効的な素子サイズにより決まっ
ており，フォトニック結晶の強い光閉
じ込めにより素子サイズを小さくでき
たために，動作速度を損なわずに超低
消費エネルギー化ができたということ
が分かります．この原理は他のデバイ
スに対しても有効で，実際に私たちは
光メモリ（5），レーザ（6）等のデバイスに
おいても，大幅な低消費エネルギー化
を達成してきました．また，光メモリ

図 4 　シリコン薄膜に作製したフォトニック結晶の電子顕微鏡像

穴周期および半径はそれぞれ，約400 nmと約100 nm．
光通信波長帯（1.5ミクロン付近）で強い光閉じ込め作用がある

図 5 　さまざまな光スイッチのスイッチング時間と消費エネルギーの比較
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オーダで周期的に変調されている構造．光学特
性が光のバンド構造で決まるため，通常の物質
が持ち得ない物性を実現できます．屈折率の高
いシリコン等の半導体に，半導体微細加工技術
を用いて100 nmスケールの周期構造をつくり込
むことによって実現されています．
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を１00ビット以上集積して，多ビット
メモリとして動作させることにも成功
し，ナノフォトニクスとして初めて
１00個以上の素子集積を実証しまし 
た（7）．

最近の私たちの研究では，さらにデ
バイスサイズを小さくすることに挑戦
しています．それが本特集記事『プラ
ズモニック導波路の光素子応用に向け
て』で紹介するプラズモニクス技術で
す．これは金などの金属でナノスケー
ルの構造をつくり，金属表面に生じる
プラズモンモードを利用して光を閉じ
込めるものです．プラズモニクスを使
うとロスが増えますが，フォトニック
結晶よりもさらに小さな領域に光を閉
じ込めることができます．従来，プラ
ズモニクス構造は光を外から結合する
ことが難しかったのですが，私たちは
波長の１000分の １ 程度の領域に光を
閉じ込められるプラズモニック導波路
を通常のシリコン導波路に高効率で結
合する構造を考案し，実証しました．
今後，この構造を使ってさらにデバイ
スの小型化を図り，さらに高性能な領
域に挑戦していく予定です．

超低キャパシタンス化の　　　　
インパクト

ナノフォトニクス技術によって，素
子が小型化でき，消費エネルギーが下
がるという説明をしましたが，光受光
器（光→電気）および電気光学変調器

（電気→光）といった光電変換デバイ
スでは，もう １ つ大事な側面がありま
す．それはキャパシタンスです．従来，
光デバイスの静電容量は数１00 fF程
度が普通でしたが，本特集記事『フォ

トニック結晶による低キャパシタンス
光電変換素子』で紹介するように，フォ
トニック結晶を用いることで １ fFを
切る小さな静電容量の光電変換デバイ
スが実現できています．この静電容量
はCMOSトランジスタとすでに同じ
オーダになっていることを指摘してお
きます．光回路中での光電変換の消費
エネルギーは従来数１00 fJ程度だった
のですが，fF程度の静電容量の光電
変換素子が実現すると，光電変換の消
費をfJ程度に下げることが可能である
ことが，最近の私たちの研究で分かっ
てきました．

従来，光電変換は光情報処理の中で
もっともエネルギーコストのかかる処
理と考えられ，できるだけその回数を
減らすというのが常識でした．しかし，
上記の成果によればナノフォトニクス
回路では，光電変換の消費エネルギー
は他の処理と大差ないか，むしろ小さ
いほどになっています．このことから，
光処理における光電変換に対する考え
方は今後大きく変わっていくだろうと
私たちは考えています．その １ つの例
が，次に紹介する光電融合型コン
ピューティング技術です．

光コンピューティング再考

光コンピューティングは１980～
１990年代に世界中で精力的な研究が
行われましたが，結局CMOSプロセッ
サに勝ることができず研究としては衰
退しました．しかし，私たちは，近年
のナノフォトニクスの進展を踏まえ
て，光コンピューティングを再考する
価値があると考えています．その理由
の １ つが，前述した光電変換の超効率

化です．この結果，演算器の中で光電
変換する光電融合型コンピューティン
グが現実味を持つようになってきてい
ます．また，冒頭に説明したように低
レイテンシ処理の必要性が高まってい
ますが，トランジスタの遅延時間は１0
ピコ秒以上で飽和しています．一方，
私たちは本特集記事『光パスゲート論
理に基づく超低遅延光回路』で紹介す
るように電気光学ゲートをつなげるこ
とによって実現される光パスゲート論
理という方式を検討していますが，こ
の方式は，光が伝搬することによって
演算が実行されるため，光ゲート長を
短くすれば演算時間を圧倒的に短くで
きる可能性を持っています．例えば，
光ゲート長を１0ミクロンにできれば
光の伝搬時間は0.１ピコ秒となり，
CMOSに比べて大きな低遅延化が期
待できます．この研究で私たちが想定
しているのは図 ６ のような方式です．
電気による入力信号が電気光学ゲート
に入り，そこへ光がゲートや干渉光学
系で構成される光回路内を伝搬するこ
とによって演算が行われ，最後に光受
光器で電気信号に変換されることに
よって演算が完了する，というもので
す．私たちは，このような方式で加算
器，乗算器，積和演算器，パタンマッ
チング，ニューラルネット演算など幅
広い演算を光の伝搬速度で実行できる
というめどを得て，具体的な回路の設
計，作製の研究を行っています．

ナノマテリアルと　　　　　　　
ナノフォトニクスの融合

電子集積回路はSi（シリコン）と
SiO２（二酸化ケイ素）でほとんどの
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デバイスをつくれますが，光集積回路
では各機能に応じて異なる材料が要求
されるため，機能性材料をいかに集積
できるかがポイントとなります．特に
いかに小さな体積の機能材料をナノ
フォトニクス構造と組み合わせるかが
鍵となります．近年，さまざまなナノ
スケールの材料が開発され，興味深い
物性を示すことが分かってきています
が，このようなナノ材料は波長よりも
はるかに小さいため，従来型のデバイ
スでは光が閉じ込められず性能が上が
りません．そこで私たちは，ナノワイ
ヤ，グラフェン，カーボンナノチュー
ブなどさまざまなナノ材料とナノフォ
トニクス構造を組み合わせて新たなプ
ラットフォームをつくる試みを行って
います．本特集記事『シリコン ・ フォ
トニック結晶に集積した化合物半導体
ナノワイヤレーザ』では，直径が１00 
nm程度の化合物半導体ナノワイヤを，
シリコン ・ フォトニック結晶に結合さ
せることにより，ナノワイヤによって
誘起される共振器を形成し，これを利
用したレーザの研究について紹介しま
す．

新しい物性の創製に向けて

私たちは，さらに新奇な機能を求め
て，新しいナノフォトニクス構造によ
る物性探索の研究も行っています．そ
の一例として，本特集記事『結合フォ
トニック結晶レーザアレイを用いた特
異点による光制御へ向けて』では，利
得と損失を周期的に配列したパリティ
時間対称光学系に関する研究成果につ
いて紹介します．利得と損失をある決
まりで配置した構造をつくると，パリ

ティ（空間軸）と時間軸を同時に反転
したときに元に戻るという特殊な対称
性（PT対称性）を満たすことになり
ますが，このような系はさまざまな従
来の常識を破る性質が導かれることが
近年判明して，活発な研究が行われて
いる分野です．私たちは，特にPT対
称性を持つナノ共振器アレイの研究を
しており，このアレイが示す不思議な
物性について紹介します．

■参考文献
（1） M. Notomi, K. Nozaki, A. Shinya, S. Matsuo, 

and E. Kuramochi：“Toward fJ/bit optical 
communication in a chip，”  Opt. Commun.，
Vol.3１4，pp.3-１7，２0１4．

（2） 納富：“フォトニック結晶による光の制御，”
NTT技術ジャーナル，Vol.２２，No.5，pp.38-
43，２0１0．

（3） M. Notomi: “Manipulating light with strongly 
modulated photonic crystals，” Reports on 
Progress in Physics，Vol.73，No.9，09650１，
２0１0．

（4） K. Nozaki, T. Tanabe, A. Shinya, S. Matsuo, 
T. Sato, H. Taniyama, and M. Notomi：“Sub-
femtojoule  all-optical  switching  using  a 
photonic-crystal nanocavity，”  Nature 
Photonics，Vol.4，No.7，pp.477-483，２0１0．

（5） K. Nozaki, A. Shinya, S. Matsuo, Y. Suzaki, T. 
Segawa, T. Sato,Y. Kawaguchi, R. Takahashi, 
and M. Notomi：“Ultralow-power all-optical 
RAM based on nanocavities，”  Nature 
Photonics，Vol.6，No.4，pp.２48-２5２，２0１２．

（6） K. Takeda, T. Sato, A. Shinya, K. Nozaki, W. 
Kobayashi, H. Taniyama, M. Notomi, K. 
Hasebe, T. Kakitsuka, and S. Matsuo：“Few-
fJ/bit data transmissions using directly 
modulated lambda-scale embedded active 
region photonic-crystal lasers，”  Nature 

Photonics，Vol.7，No.7，pp.569-575，２0１3．
（7） E. Kuramochi, K. Nozaki, A. Shinya, K. 

Takeda, T. Sato, S. Matsuo, H. Taniyama, H. 
Sumikura, and M. Notomi：“Large-scale 
integration of wavelength-addressable all-
optical memories on a photonic crystal 
chip，”  Nature Photonics，Vol.8，No.6，
pp.474-48１，２0１4．

（左から） 納富  雅也/ 寒川  哲臣

光集積回路の研究は非常に長い歴史があ
りますが，真に大規模な光集積が可能なの
か，また可能だとしても何ができるのかは
長く混沌としてきました．近年のナノフォ
トニクス研究の進展により，これに１つの
解答が出せる方向性が見えてきたのではな
いかとわくわくしながら研究を行ってい	
ます．
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図 6 　光パスゲート方式の演算回路

光が左から右へ伝搬することによって，演算が完了する
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