
光技術の次の課題

光はさまざまなICTサービスを支え

る欠かせない基幹技術の１つとなって

います．本稿では光技術の最前線で現

在どのような基礎研究が行われている

か，その一端として我々が取り組んで

いる研究について紹介します．

現在ICTは爆発的な勢いで進歩して

います．その進歩を支えているハード

ウェアの両輪は，光と電気，すなわち

フォトニクスとエレクトロニクスです．

図1に示すように長距離スケールでの

ICTの進歩は主に光によるネットワー

ク技術が支えており，短距離の世界

は 主 に MPU（ Micro Processor

Unit）に代表されるエレクトロニクス

技術が支えています．

しかし，近年ICTの消費するエネル

ギーと発熱が大きな問題となってきて

おり，将来的にICTのこれ以上の進歩

が難しくなる可能性も議論されていま

す．このエネルギー消費と発熱は主に

データセンタ，ルータ，さらにはMPU

などエレクトロニクス技術が担ってい

る部分が原因となっています．

そこで，従来フォトニクスが使われ

てこなかった短距離の世界，例えば

チップの中へ光の技術，特に光ネット

ワークの技術を導入できないか，とい

う議論が始まっています．

この背景を簡単に説明すると，情報

処理のビットレートが上がるにつれて，

電荷を持った電子を動かすことによっ

て情報伝送するエレクトロニクスでは，

処理のエネルギーコストの大きな部分

を情報転送が占めるようになり，大き

な発熱と消費パワーが必要になります．

一方，フォトニクス技術では高ビット

レートでも情報転送のエネルギーコス

トを低く抑えることが可能なため，こ

のような問題が起こりにくいのです．
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図１　ICT を支えるハードウェア技術（フォトニクスとエレクトロニクス） 
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光集積技術 フォトニック結晶 ナノフォトニクス

フォトニック結晶
～情報処理の革新をめざす究極的な光の集積技術～

ナノ加工技術で作製されるフォトニック結晶と呼ばれる構造を用い
て，極低消費エネルギーで超小型の光デバイスが実現されつつあります．
この技術は従来難しかった光の大規模集積を可能とし，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できるポテンシャルを持って
います．本稿ではこの技術の現時点での到達度と，将来のICT
（Information and Communication Technology）に対するインパクトについ
て紹介します．

のうとみ ま さ や

納富 雅也

NTT物性科学基礎研究所　上席特別研究員
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光の集積技術

しかし，光ファイバを用いて長距離

間を結ぶ伝送に用いられてきた光ネッ

トワーク技術を，チップの中の小さな

世界に持ち込むのは一筋縄ではいきま

せん．MPUに代表されるエレクトロニ

クスを支えているのは，高度に発達し

た電子回路の集積技術です．フォトニ

クスでも，レーザ，スイッチなどさまざ

まなデバイスが開発され非常に高い性

能がすでに達成されていますが，光を

チップの中へ入れるためには，これら

光素子を集積する技術が当然必要と

なります．ところが光の集積技術はま

だまだ不十分で，現在のところ，電子

回路のように大量の数の光デバイスを

小さなチップの中に集積できる技術は

ありません．

具体的には，①超小型（～μm），

②超低消費パワー（nW～μW），③

チップ内で接続可能な光素子作製技術

が必要になります．しかし，従来の光

素子は大型（～mm），消費パワー大

（～mW）で，チップ内で接続するこ

とが容易ではありません．これは，閉

じ込めが難しく，相互作用が小さい，

という光の根源的な性質に深く結びつ

いています．

ところが最近このような問題点を解

決できる可能性を持つ新しい技術が開

発されつつあります．それが次に紹介

するフォトニック結晶です．

フォトニック結晶

フォトニック結晶とは，屈折率がサ

ブミクロンの周期性を持つ人工的な周

期構造です（1），（2）．図２にその一例の

電子顕微鏡像を示します．一般の物質

は原子が周期的に整列して結晶を形づ

くっており，その周期性によって電気

的特性が決定されています（図２（a））．

自然界に導体，絶縁体，半導体など

多彩な電気特性を持つ物質が存在す

るのは，物質中の電子の波動としての

挙動がこの周期性により大きく変化す

るからです．

電子と同様に波動である光について

も，結晶の周期性によって多彩な性質

が現れてもおかしくないのですが，自

然界の結晶の周期は0.1 nm程度で，

光の波長に比べて圧倒的に小さすぎま

す．そこで光の波長に適合したサイズ

（典型的には200～400 nm程度）の

周期構造を人工的につくれば，通常の

物質では不可能な光学的性質を持つ

メタ物質を実現することができます．こ

れがフォトニック結晶です（図２（b））．

理論提案は20年以上前からあった

のですが，最近急速に進歩した半導体

微細加工技術によって作製が可能にな

り，現在さまざまなタイプのフォトニッ

ク結晶が活発に研究されています．さ

まざまなタイプのフォトニック結晶をリ

ソグラフィ技術により作製したシリコ

ン基板の写真を図２（c）に示します．

フォトニック結晶は光に対して通常

の物質とは異なった性質を持ちます．

負の屈折率を持つ奇妙な物質として振

る舞ったり，光の伝搬速度が数万分の

１にまで遅くなったりするような（ス

ローライト）（1），（2）興味深いさまざまな

性質が発見されていますが（フォト

ニック結晶の面白い性質については参

考文献（1）で紹介しています），本稿に

図２　通常の結晶（エレクトロニック結晶）とフォトニック結晶の比較 
　　　作製したシリコンフォトニック結晶の写真 
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　　導体，半導体，絶縁体 

新しい光学的性質 
　・光の「絶縁体」が可能に 
　・光の速度が可変に 

（a）　エレクトロニック結晶 
    （通常の結晶） 

（b）　フォトニック結晶 
　 （人工光学材料） 

（c）　作製したシリコンフォトニック 
      結晶の写真 



関係するのは特に光の絶縁体として機

能する，という特徴です．

自然界には光の導体や吸収体は存在

しますが，光の絶縁体は存在しません．

フォトニック結晶により光絶縁体を実

現できれば，光を非常に強く狭い領域

に閉じ込めることができ，光素子サイ

ズを超小型化できます．さらに同様の

原理でフォトニック結晶中に，大量の

数のさまざまな素子や光配線を集積で

きるようになります．

さらに大事なことは，光を強く閉じ

込めることによってさまざまな光の相

互作用が増強され，素子の動作エネル

ギーを著しく低減することが可能にな

ります．これらはまさに光を集積化す

る際の従来技術の問題点に関連してお

り，フォトニック結晶が光集積技術の

ブレークスルーとして期待できることを

示しています．

超低消費エネルギー化と超小型化

の進展

上記で述べた特徴から，新しい光の

集積技術を目指したフォトニック結晶

の活発な研究が世界中で行われていま

す．過去５年ほどの間に光の波長程度

の体積（約0.02～0.1μm3程度）に光

を強く閉じ込めるさまざまなタイプの

超小型共振器がフォトニック結晶によ

り実現され（3），さらには数100個の共

振器を結合させる集積技術も実証され

ました（4）．その後これら小型共振器を

ベースにしたさまざまな光素子の開発

が進んでいます．とはいえ，フォトニッ

ク結晶の構造自体が通常の光素子の

構成とは大きく異なっているので，デ

バイス化は容易ではありません．その

ため原理検証的な研究が先行していま

したが，最近になり実際にフォトニッ

ク結晶を用いて従来の光素子の性能を

圧倒的に凌駕するものが複数実現され

つつあります．次に，そのうちの２つ

の例を紹介します．

■フォトニック結晶光スイッチ

図３に示したものは光信号を別の光

信号でオン・オフする光スイッチです．

共振器内に制御用の光を入射すると，

光非線形効果＊１によって共振波長が

シフトするため，信号光の透過をオ

ン・オフするゲートスイッチとして機能

します．我々は光非線形効果の大きな

InGaAsP（インジウムガリウムヒ素リ

ン）材料でフォトニック結晶を作製し，

0.02μm3という非常に小さなモード体

積を持つ特殊な共振器を採用するこ

とによって，超高速性を損なわず（ス

イッチ時間20～35 ps），420 aJ（ア

トジュール．アトは10－18）という超低

消費エネルギーのスイッチ動作を達成

しました（5）．この値は従来の光スイッ

チの1 000分の１以下です．図３（c）

にさまざまな従来の光スイッチとの性

能比較を示します．従来の光スイッチ

は高速化するとエネルギー消費が増大

してしまい，速度とエネルギーがトレー

ドオフの関係にあり，スイッチ時間と

消費エネルギーの積がほぼ一定の線上

に載っていました．しかし，我々の光

スイッチはこの積で比較しても従来素

子に比べて100分の１以下になってお

り，従来のトレードオフ限界を克服で
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図３　フォトニック結晶による超低消費エネルギー光スイッチ 
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＊1 非線形効果：物質に外力を加えた際の応答
が直線的でなくなる現象のこと．
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きています．これはフォトニック結晶

によって素子が超小型化され，相互作

用が増強されたためです．

■フォトニック結晶レーザ

もう１つの例としてレーザを図４に

示します．レーザは一般に小さいほど

消費パワーが下がります．そのためフォ

トニック結晶をレーザに適用する試み

が活発に行われてきました．しかし，

フォトニック結晶はその構成上の特徴

から熱が逃げにくく，また励起電子＊２

が容易に小型共振器外に拡散して逃げ

てしまう，という問題点がありました．

そこで我々は図４（a）に示すように，

フォトニック結晶の母体を熱抵抗の低

いInPでつくり，共振器の中央部にの

み利得媒質としてInGaAsP材料を埋

め込む構成を採用しました．この構成

では熱抵抗が下がるとともに励起電子

がInGaAsP部にのみ閉じ込められるた

め，上述の問題がいずれも解決できま

す．我々は高度な半導体埋込み再成

長技術を駆使して図４（b）の構造を実

現し，1.5μWという非常に低いしきい

値パワーで光励起室温連続発振する

レーザを実現しました（6）．また20

Gbit/sで変調動作も達成し，そのと

きの消費エネルギーは１bit当り8.8 fJ

（フェムトジュール．フェムトは10－15）

でした．この値は通常のレーザに比べ

ると1 000分の１以下，従来の超小型

レーザと比べても100分の１以下です．

チップの中へ光ネットワーク技術を

現在我々は上述した２つの例以外

にもメモリ，変調器など多種多様な光

デバイスを数μm程度の素子サイズ，

fJ/bitの消費エネルギーで実現するこ

とを目指して研究開発を進めています．

フォトニック結晶スイッチの場合，こ

の素子を仮に10万個集積しても１mm

角程度の大きさにしかならず，さらに

10万個の素子を仮にすべて同時に10

Gbit/sで動かしても全消費電力は１

Wにしかなりません．このレベルの集

積は，従来の光素子ではサイズ的にも

消費電力的にも到底不可能です．

我々は真の意味での本格的な光集積技

術を初めて手にしつつあるのではない

か，と考えられます．

もちろん，まだ研究は非常に初期の

段階で，今後実際に多数の素子を集

積する技術を開発していく必要があり

ますが，我々は将来的にはこの技術を

用いて，チップの中に光ネットワーク

技術を持ち込みたいと考えています．

図５に示すように従来CMOS（Com-

plementary Metal Oxide Semi-

conductor）に代表されるMPUは歴

史的にまず大規模化が進みましたが，

その後マルチCPU，メニーコア化す

るという道を歩んでいます．そして現

在このCPU間さらにはコア間に光配線

を導入する光インターコネクションの

研究が進みつつあります．我々の技術

はこの光配線技術にも有効だと考えて

いますが，フォトニック結晶を用いれ

ばさらに先もねらうことが可能です．

図５（c）の部分がそこにあたります．

この将来像ではメニーコアCMOSの上

に光集積レイヤを重ねています．この

光集積レイヤはフォトニック結晶でつ

くられており，そこに大量の光素子が

集積されレイヤ全体で下層のCMOS

の通信ネットワークを処理することを

想定しています．ここでは，large

worldで用いられているさまざまなネッ

トワーク技術をチップの中へ導入する

ことを考えており，例えば超小型オン

チップ光ルータのような技術が開発さ

れて導入されていくことが期待されま

＊2 励起電子：高いエネルギーで運動している
状態の電子．

図４　超低消費エネルギーフォトニック結晶レーザ 

20 GHz modulation@ 8.8 fJ/bit

埋め込み活性層 
（InGaAsP量子井戸） 

104

103

102

101

100
10－2 10－1 100 101

活性体積 

面発光レーザ 

従来のフォトニック 
結晶レーザ 

埋込ヘテロ型フォト 
ニック結晶レーザ 

（fJ/bit） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
 

102 （μm3） 

InP

5×0.3×0.15μm3

500 nmS-5200-0 15.0 kV x60.0 k SE 2009/04/21 17:21

（a）　フォトニック結晶レーザの構造と 
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（c）　さまざまなレーザの比較 
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す．このように光集積レイヤで高機能

なネットワーク処理ができるようになる

と，そもそもCMOSを分割する必要性

が薄れ，図５（c）のように大きな１つ

のCMOSに光集積レイヤが融合した

チップが最終形態として実現するので

はないかと考えています．

この形態では電気と光がそれぞれの

もっとも得意な部分を担う構成になっ

ており，高ビットレートで発熱と消費

電力の小さな情報処理が可能になるこ

とが予想されます．同様の技術はルー

タやデータセンタの演算部にも応用可

能なはずなので，最初に述べたICTの

将来のボトルネックを解消できるので

はと期待しています．

情報処理にはさまざまな形態があり，

例えば人間の脳は多量のメモリが多機

能ネットワークで結合し連想記憶型の

分散処理をしているといわれています

が，高機能な情報処理では演算その

ものをネットワークが担う傾向があり

ます．その意味では，ネットワークに

もっとも適した技術である光技術が演

算チップと融合した形態は１つの理想

的な情報処理の形態ではないかと考え

ることもできます．その意味でチップ

の中に光ネットワークを導入する技術

は，単にICTの省エネ化にとどまらず，

究極の情報処理技術につながるのでは

ないか，という夢を抱きながら研究開

発を行っています．
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図５　情報処理チップの進展 

（a）　第１世代：大型化 

（b）　第２世代：分割と結合（現在） 

（c）　第３世代：光ネットワークとの融合（将来） 
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