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4 光論理ゲート

超低遅延処理のための高性能な光論理ゲートを実現
〜光電子融合情報処理へのさらなる一歩〜

NTT物性科学基礎研究所（以下、物性研）では、光の干渉だけで動作する超低遅延の高性能・小型の光論理ゲートである
Ψ（プサイ）ゲートの実験に世界で初めて成功した。単一のΨゲートだけで、バイアス光のレベルを変化させることで代
表的な論理演算である AND/XNOR/NOR などが波長無依存で実現できる。

電子回路の限界増大と
低遅延な光技術の導入

「光電子融合アクセラレータ構想」
とは、低遅延化したい処理を電気で
入力して、低遅延・低消費電力な

これまで CMOS（相補型金属酸

NPP で光処理し、演算結果を電気

化膜半導体）電子回路技術による情

で返してアナログ・デジタル変換で

報処理基盤は、主に作製技術の進化

処理する。すなわち、電気でやるべ

と集積密度の増大によって、成長を

きところは電気で、光が得意なとこ

維持してきた。しかし、電子回路の

ろは光で圧倒的に低遅延に実施す

微細化によって、配線抵抗の増加や

る、というものである（図１）。

もれ電流を引き起こすことで、演算

光信号が NPP 内をほぼ光速で伝

遅延（レイテンシ）はどんどん悪化

わることにより低遅延化が実現され

しつつあり、応用の制限となってい

るが、ナノフォトニクス技術を汎用

た（ムーアの法則の限界）。

することで NPP 内の回路長をさら

この課題を解決するためには、ナ
ノフォトニクス素子を導入して、光

に短くできるため、劇的な低遅延化
が期待できる。

演算による演算遅延の劇的な改善を

物性研では、これまでに培ってき

図ることで達成可能である。電子回

たナノフォトニクス技術によって
「ナ

路では、集積度の向上により成長を
維持してきたが、今後は維持するの
が困難になっている。
このような演算遅延の限界を克服
するため、光技術である「超低遅延
なナノフォトニックプロセッサ
（NPP）
」と電気回路技術である「ハ
イエンドなデジタル電気信号処理」
を融合させた光電融合素子の「超低
遅延かつ超低消費電力な光電子融合
アクセラレータ」の実現が期待され
※１
ている。
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ノ受光器」
「ナノ光変調器」
「光トラ
ンジスタ」といった従来の常識を覆
す超小型の光機能素子を実現してき
た。NPP において確実に肝になるの
は「光トランジスタ」であるが、光
トランジスタ単体では光の低遅延性

他のプロセッサとの連携

電
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電気アナログ出力

超低遅延かつ省電力な
ナノフォトニックプロセッサ
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電気でやるべきところは電気で
光が得意なことは光で圧倒的に低遅延に
ナノフォトニクス技術の汎用によりさらなる超低遅延化と省電力化を狙う
※光のメリットを損なわないアーキテクチャーや応用が重要
図1

光電子融合アクセレータ構想

ビジネスコミュニケーション

2021 Vol.58 No.7

えるだけで、AND ／ XNOR ／ NOR
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渉系を圧倒的に小型化できる（図３
（a）
）
。信号光 A と信号光 B を上下よ
トから入射する。素子形状がギリシ

(b)

信号光A

高い屈折率コントラストをもつシ

り入射し、バイアス光は中央のポー

光の干渉による論理演算の実現

※2
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シリコン細線Ψ（プサイ）
ゲートの発明について
リコン細線によって３入力の光の干

ハーフミラー

図2

のコントラストは 9 倍（9.5dB）以
上が実現できる。

< 本研究
（3入力干渉系）>

信号光B

も、論理レベル「０」と「１」の間

シリコン細線“Ψ ゲート”の発明※3

ア文字の「Ψ」に似ているため、研
究チームは「Ψゲート」と名付けた。
シリコン細線を使うことで、デバ
イスサイズを３μm 以下まで小型
化でき、ゲート通過遅延が約 30 フェ
ムト秒となる。電子回路でのゲート

や多重性を損なわずに演算回路を組

が、新たに「バイアス光」という概

遅延は 10 ピコ秒程度なので、いか

むことは容易ではない。実際には

念を導入し、入力条件を整えること

に低遅延かが分かる。これにより、

NPP はさまざまな要素を協調させる

で代表的な論理ゲート動作が単一の

低損失でシンプル、かつ性能が入力

ことで初めて実現できるため、その

ゲートで実現できることが見出され

光強度や波長によらなくできる。

中でも光の干渉を利用した演算素子

た（図２）。

として重要な光論理ゲート（以下、

図 3（b）は、光 AND 演算による

多機能な光論理ゲートは 3 入力

シミュレーション結果を示すが、上

本研究）の報道発表に至った。特に

の光の干渉系で構成される。例えば

下の A、B ポートより入力した場合

光の低遅延性と多重性に着目してお

２個のハーフミラーをカスケードす

のみ（すなわち（１，１）入力のみ）

り、可能な限り光論理ゲートの小型

ることで構成できる。１個目のハー

出力されているのが理解できる。こ

化と低損失化の両立を目指している。

フミラーには信号光 A と信号光 B

こで、信号光損失〜 0.65 dB につい

を入射し、２個目のハーフミラーに

て説明するが、光出力が１の時（表

光の干渉による論理演算の実現

は、前段で合成された信号光とこれ

示では、0.861 である）のときにゼ

に対して弱め合いの位相（逆相）を

ロとなる値で定義される。なお図２

本研究では、
「光の干渉だけで動

もつ固定振幅のバイアス光を「弱」、

の理想的なハーフミラーの例では信

作する超低遅延かつ高性能な光論理

「中」
、「強」と振幅レベルを変えて

ゲート」を世界で初めて実現した。

入射する。

光の干渉は「線形」な現象なので、

振幅が「弱」のときには、AND が、

号光損失が 1.25 dB となる。したがっ
て遥かに小さなΨゲートのほうが低
損失に光論理演算が実施できる。

何も工夫をしないと（＝２入力の干

「中」のときには XNOR、
「強」のと

また各ポートの透過率の波長依存

渉系を用いると）実行できる論理演

きには NOR 出力が得られる。とく

性が小さく、波長多重動作に適して

算が OR と XOR に限られてしまう

にバイアス光の入力振幅値だけを変

いる。さらに微細なギャップ構造を
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形成することで、信号光の反射率を
予想以上に低減できることが見出さ
れた。また各部の形状・寸法により
信号光およびバイアス光ポートの透
過率のバランスを柔軟に制御できる

(a)

信号光B

ビット列である信号光 A, B を左右
のポートから、中央のポートからは
固定振幅かつ逆相のバイアス光を入
射し、出力ポートから出射される出
力光を観測した（図４（a）
）
。その

(c)

出力
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し、実験的に高速な疑似ランダム光
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ことも魅力である。
このようなΨゲートを実際に作製
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結 果、 図 4（b） に 示 す よ う な
20Gbps の明瞭な AND 動作のアイ
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パターンを確認した。ここまで明瞭
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Ψゲートによる光論理演算動作の実験実証※3

な高速動作を実証できたのは世界初

列と異なる論理演算を割り当てて、

適用可能であると考えられる。さら

であり、Ψゲートの低損失性がポイ

波長分割多重演算が可能になると考

に、近年深層学習で話題になってい

ントである。

えられる。これらの現象は、非線形

るニューラルネットワークアクセラ

光学ゲートでは実現できないことで

レータの消費電力は、大部分が線形

ある。

なベクトル演算で占められていると

単一ゲートでの演算機能の切り
替え動作と入力波長に無依存な
光論理演算動作の実証
バイアス光の振幅レベルを切り替

いわれている。このベクトル演算を

今後の展開について

新たな多入力Ψゲートで実施するこ
とで、低遅延かつ低消費電力な光

えることで AND ／ XNOR ／ NOR

今回実証されたシリコン細線Ψ

ニューラルネットワークアクセラ

の切り替えが可能なことを実験的に

ゲートは、従来では成し得なかった

レータが実現可能になることが期待

確認した。これらの高速な光論理演

小型化（低遅延化）と低損失化のト

される。

算の観測は世界初である（図 4（b）
）
。

レードオフを打破する光論理素子と

また、波長無依存の AND 動作を

して世界で初めての発表である。高

「現在の電子回路の仕組みに光素子

実験で確認するため、波長 1535nm

速な光変調器との集積により、波長

を無理矢理当てはめて、パーツを置

から 1565nm までの範囲で 5nm お

チャネルごとに独立した演算を割り

き換えようとしても、それは『おに

きに、計７波長で実験した。その結

当てること（波長分割多重演算）が

ぎりを味噌汁でつくる』ように突飛

果、波長無依存な動作が可能である

可能となる。

で効率が悪いことだろう、というこ

北主任研究員は、次のように語る。

ことを確認した（図 4（d）
）
。この

近い将来、光ルータ内で読み取ら

とです。ここはぜひ『おにぎりをよ

ような明瞭な波長無依存の光 AND

れる光ビット列のヘッダ情報などに

り美味しく味わうために究極の味噌

動作を詳細に確認した例も、本成果

対するパタンマッチング処理の１部

汁をつくる』（光電子融合）という

が初めてである。

に適用することで、より低遅延かつ

もっと自然な方向性で、今後も研究

異なる波長を同時に入力したとし

安全な情報通信を支える技術となる

に取り組んでいく所存です」

ても、波長間で相互に作用すること

可能性がある。また、DNA シーケ

はほとんど無いため、最終的には、

ンスなどのビッグデータに対するパ

波長チャンネルごとに異なるビット

ターンマッチング処理の高速化にも
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※ 1：K. Kitayama et al., APL Photon. 4, 090901
（2019）
※ 2：S. Kita et al., META 4A40.3（2017）
※ 3：S. Kita et al., Commun. Phys., 3, 33（2020）
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