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光電子融合型の超低消費エネルギー・
高速信号処理に向けた取り組み
NTT物性科学基礎研究所（以下、物性研）では、世界初となるフェムトジュール（fJ）級の超低エネルギーの光変調器や
光トランジスタについて研究している。本稿では、2030 年達成を目指す IOWN 構想に向けた光電融合型デバイスの第 5
世代の開発状況や、光電融合アクセラレータへの研究展開について述べる。
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の採用により、従来では考えられな
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光電融合型情報処理デバイス
（光とLOGICの融合）

いほど低消費エネルギーの高速コン
ピューティング基盤が実現する。
さらに昨今、シリコンフォトニク
ス技術の発展が強いシナジーをもた
らし、光集積回路を小型で大規模に
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装置間接続〜装置内接続

新しい光コンピューティング研究の
機運が高まっている。

制御・信号
処理ASIC

光ファイバ

実装できる環境が整ってきたことで

チップ間・チップ内接続へ

エレクトロニクスからフォトニクスへ（IOWN 構想実現に向けて）

IOWN 構想 2030 年の実現と
光技術導入への期待
NTT では、IOWN の構成要素であ
る APN（All Photonic Network）実現
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スを作成し、世界で初めて fF レベル

波長サイズの
光閉じ込め

光の絶縁体 を作れる。
→光素子のサイズや消費電力を1/100以下にする技術 !

を達成できた。また、
消費エネルギー
は、1 ビット当たり 1.6fJ と従来の 2

金属ミラー

桁以上の低減を図ることができた

光ファイバ

（図 4、図 5）
。また、光トランジス
タの動作では、信号利得が 2.3 倍と

フォトニック結晶

なり、光トランジスタの多段接続も
可 能 と な っ た。 動 作 実 験 で は、
10Gbps で確認している。これらの
成果は、すべてを光技術で行わずに、

光導波路

自然界のフォトニック結晶
図2

電子回路で柔軟な処理を行い、低遅

人工的なフォトニック結晶

延性を発揮できる部分についてのみ

フォトニック結晶

光処理を行った結果である。

にむけて光電融合デバイスの研究開

処理部にも導入し、光電子融合によ

発を推進している。図１に示すとお

る新しいコンピューティング基盤を

り、物性研では、トランシーバなど

実現することが期待される。

を用いた装置間光接続の発展形とし
て、光電融合型情報処理のためのデ
バイス研究を担当し、2030 年には
CMOS と光技術を融合させたナノ
フォトニクスを導入する予定だ。

ナノフォトニックアクセラ
レータの実現に向けて
CPU を並列化して計算量こそ増

ナノ受光器とナノ光変調器に
よる実験結果

えているものの、近年は応答遅延の
性能は頭打ちという状況が続き、情

従来、E-O/O-E 変換素子の電気容

報処理のボトルネックになっている
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が、今後セキュリティや自動運転、

2019 年 4 月、物性研はフォトニッ

上と大きいために、電気容量に比例

災害予測やコントロールなど、ます

ク結晶（図２）と呼ばれるナノ構造

する高い消費エネルギーが必要であ

ます低遅延でのオンライン処理や高

技術を用い、世界最小の電気容量を

るとされていた。物性研ではフォト

速なイベント処理への要求は高ま

もつ、光電変換デバイスによる集積

ニック結晶を用いて極めて低電気容

り、課題をどう解決するかが問われ

技術に成功し、世界最小の消費エネ

量のデバイスを作成し、消費エネル

ている。

ルギーで動作する光変調器と光トラ

ギーの低減化を図った（図 3）
。その

物性研は、課題の解決としてナノ

ンジスタについて報道発表を行った。

結果、電気容量 C=2fF というデバイ

フォトニックアクセレータ構想に取

フォトニック結晶とは屈折率が光
の波長と同程度の長さで周期的に変
調された構造のことを指し、通常ナ

変調光出力

ナノ受光器

InGaAs埋め込み
光導波路

ノ加工技術で半導体を微細加工する

ナノ光変調器
電気信号
入力

ことによって作製される。フォト
ニック結晶は、特定の波長において
光の絶縁体として機能するため、通

n

が小型化できる。
今後、光技術を従来のような長距
離信号伝送だけでなく、電子回路と
連携したプロセッサチップ内の信号
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1.3 µm
p

電気信号
出力

常の物質では不可能な強い光閉じ込
めが可能となり、様々な光デバイス

40 Gbit/s

光信号入力
光導波路の中に機能材料を
高精度に埋め込む
InP
断面写真

Au

InP

連続光

InGaAsP埋め込み
ナノ共振器

従来の光技術に比べて2桁の省エネ化が可能
500 nm

フォトニック結晶 + 異種材料埋め込み技術

図3

光とCMOSを高密度に接続する技術

ナノ受光器とナノ光変調器
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低遅延な光パスゲート回路

光デジタル論理回路
光ニューラルネットワーク
etc.

比べて圧倒的に小型で低消費エネル

光トランジスタ
（O-E-O）

ギーである。従来「信号伝送」にと
どまっていた光技術を「信号処理」

光信号を光のまま接続し、
回路を大規模化する

にまで拡張して適用できる。例えば、
多数の CMOS チップ内のコア間を

CMOS
プロセッサ

光で接続することにより、ネット
ワーク処理を劇的に省エネ化するこ
とが可能になる。

光電変換デバイス
（O-E / E-O） 従来のO-E/E-O変換による電力ボトルネック
CMOS回路と光回路を
高密度に接続する

図4

近 い 将 来、CPS（Cyber Physical
System）や IoT（Internet of Things）

を解決することで、緊密な光電融合が可能

などのサイバー空間と実空間のリア

ナノフォトニックアクセラレータ構想

ルタイムでの分析やフィードバック

り組んでいる。ナノフォトニックア

タを含めてどれだけの素子が集積で

処理を行うシステムが可能になる。

クセラレータ構想（図６）を実現す

きれば意味のある光信号処理ができ

現在の CMOS 技術だけでは高度なリ

るには、①低遅延な光パスゲート処

るか、今後検討が必要である。

アルタイム処理は難しく、光電融合

理回路、②光電変換デバイス、③光
トランジスタ、
の 3 点がカギとなる。
①については、光の伝搬を利用する

型デバイスであれば低遅延で低消費
エネルギーの情報処理が可能であ

「信号伝送」から「信号処理」へ

る。物性研では、次世代の情報処理

ことで、低遅延に演算処理を行う回

今回実証されたナノ光変調器およ

路であり、光デジタル論理や高周波

び光トランジスタは、従来の技術に

信号処理、光ニューラルネットワー
クなどを実装する。②については、

小型の受光器
（O-E）
と光変調器
（E-O）
を近接集積させ，
O-E-O変換素子を作製
InGaAs埋め込み
ナノ受光器

フォトニック結晶技術によって、超

InGaAsP埋め込み
ナノ光変調器

n

ここでは、CMOS 電子回路との高
いる。③については、光信号を光の

負荷抵抗 24 kΩ
（p-InP）

まま接続する素子（リピータ）とし

デバイス面積

て、光パスゲート回路の大規模化や

集積容量

p

光信号入力

10×15 µm2

= 1.64 fF
（理論値）

図5

るのに光伝送を取り入れている段階
O-E

化ができている。
光パスゲート回路や光トランジス
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受光器と光変調器の小型集積
高速なO-E-O変換動作
受光器への光制御
エネルギー

E-O

opt

10 Gbit/s
λ = 1550.0 nm

RF power [1 dB/div]

おかげであり、小型・省エネルギー

光起電圧
> 0.5 V

（1）
受光器で微弱な光信号を電流へ変換し、
抵抗で電圧へ変換

光信号出力

レータ自体ができたわけではない。

すべては、フォトニック結晶技術の

24 kΩ

連続光

従来 > 100 fF

現段階はチップ内で信号を伝送す

光信号入力

100M

光信号出力

Au

従来 > 100 ×100 µm2

非線形処理を行う。

が回路に使える可能性が出てきた。

=2V

E-O

n

であり、それらを集積したアクセラ

bias

O-E

p

密度なインターフェイスを目指して

光電変換デバイスや光トランジスタ

（2）
得られた電圧をナノ光変調器に
与え、光信号を生成

動作原理

小型・低エネルギー化を実現する。

しかし、従来は困難と思われていた

基盤として活用したいとしている。

= 1.6 fJ/bit

従来O-E-Oに
比べて 2桁減

連続光

λ = 1530.8 nm

周波数応答

3dB

1G

= 3.3 GHz

Frequency [Hz]

図6

光信号入力に対して最大2.3倍の信号利得

10G

RC時定数との対応から電気容量を見積もり

= (2π

load RC

)-1 = 2.0 fF

（理論値 1.64 fF）

fFレベルの光電集積の実証は世界初

O-E-O 変換動作と光トランジスタの実証
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