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本年の 7月 1日の NTT研究所組
織の見直しに伴い、新設の「NTT 

IOWN総合イノベーションセンタ
（IIC）」に所属する 3つの研究セン
タの１つとして再スタートを切った
「デバイスイノベーションセンタ
（DIC）」は、NTT先端技術総合研究
所に所属していた DICを母体とし
ている。
　
DICでは、IOWN構想実現の核
となる光電融合デバイス関連技術や
大容量ネットワークを支える通信デ
バイス技術、通信設備の高信頼化や
効率的な維持に資するインフラメン
テナンス技術、そして驚きと感動を
提供しつつ新しい価値を創出するデ

バイス技術を中心とした研究開発に
取り組んでおり、実用化した技術に
よる社会貢献を第１としている。ま
た、研究開発による技術やサービス
の創出だけにとどまらず、それらを
世の中に普及させ、実際に役立つ段
階まで牽引するのも DICの重要な
ミッションの１つという。

DICの主要ミッションは、通信デ
バイスの高速・大容量化、低消費電
力化、フレキシブル化により、省資
源でかつ効率的なネットワーク運用
に貢献し、誰もがサービスを等しく
享受できる新たなコミュニケーショ
ン基盤の実現をめざすことである。
もともとは、新ビジネス領域開拓
の礎となるデバイスの創出をめざし

2014年 7月 1日に NTT先端技術
総合研究所に所属する研究開発セン
タとしてスタートした。通信デバイ
ス技術の研究からスタートし、デバ
イスの応用先として医療・ヘルスケ
アデバイス技術とインフラメンテナ
ンス技術の研究開発にも取り組んで
きた。特に、医療応用に向けては、
今後、医療用機器の実現もめざして
いる。また、インフラメンテナンス
技術については、レーザによる防錆
技術に挑戦している（図１）。
もちろん、通信分野では、ますま
す増加し続けるデータトラフィック
量への対応を踏まえ、NTTの優位
性を保ちつつ、成熟した光技術を他
のさまざまな領域に展開することを

NTT IOWN総合イノベーションセンタ（以下、IIC）に所属し IOWN構想実現に向けた最先端デバイス技術の研究開発を推
進するNTTデバイスイノベーションセンタ（以下、DIC）。本年7月 1日、体制再編で再スタート切ったDICの富澤将人セ
ンタ長に、組織の概要、主要ミッション、今年度の重点R&D施策、若手研究員へのアドバイスなどについてうかがった。
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図１　DICのミッション

DIC の主要ミッション
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考えている。
富澤センタ長は、次のように述べ
ている。
「社会ニーズとして対応が求めら
れる持続可能な開発目標 SDGs

（Sustainable Development Goals)を
見据えて、次世代 ICTサービスの
基盤を支えるデバイスの実用化開発
に取り組むこともやらなければなり
ません。DICでは、人にやさしいデ
バイスや技術を確立することによ
り、人の高齢化やインフラの老朽化
を配慮した持続可能な社会の実現に
貢献していきます。」

2019 年 5 月 に IOWN 構 想 が
NTT澤田社長より発表された。DIC

では今年度は、IOWNの実現に向け
た光電融合デバイスを具現化する最
初の年としたいと考えている。
IOWN構想では、2030年の実現を
めざし、仕様確定は 2024年として
いる。DICは比較的ショートターム
のデバイスの研究開発を担当してお
り、早期の商用化・実用化をめざす

予定である。
具体的には、光通信に用いられる
光送受信デバイスを小型化した
C O S A ( C o h e r e n t O p t i c a l  S u b -

Assembly)およびその進化系である
光電融合デバイス、とくに光／電気
コパッケージ型の低消費電力デバイ
スの研究開発に注力し、　スマート
な社会基盤サービスを支える
APN(All Photonics Network)の実現
に向け、通信デバイスの高速・大容
量化・低消費電力化技術や、情報処
理デバイスの高度化技術を開発・実
用化したいとしている。
また、環境負荷を抑えた持続可能
な社会や、健康で豊かな暮らしの実
現に向け、人間や環境に寄り添うイ
ンフラメンテナンス技術、ウェアラ
ブルデバイス技術を開発・実用化す
る（図２：青枠内が新規項目）。また、
WB（ホワイトボックス）技術を用
いたトランスポンダの開発も手掛け
たいとしている。

DICの研究開発の基本方針を以下

に示す。
IOWN構想の実現に向けて、光
電融合デバイスによる低消費電力化
を推進するとともに、プロダクトアウト
に向けエコシステムを意識した実用
化開発を推進することを掲げている。
開発ターゲットを明確化すると同時
に、普及に必要な道のり（エコシス
テムの構築）を描き、タイムリーにマー
ケットインを実現する必要がある。
また、システム全体からデバイス
技術を俯瞰し、補完技術の活用に着
目することも重要視している。技術
の高度化にともない、自前での技術
完成度追求は、時間を要することが
多いと想定される。世の中にあるす
でに完成した補完技術を活用するこ
とで、全体としてのパフォーマンス
をより早く具現化する、つまり時間
の短縮につながるからである。その
ためには、異分野コミュニケーショ
ンの推進、NTT先端集積デバイス
研究所（以下、先デ研）と連携した
デバイス技術開発が大事である。特
に、「世の中にある既存の補完技術
の活用については、技術系ではなく、
文科系の方々からなる異なる業界の
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図２　IOWN構想実現に向けたDICの取り組み

IOWN構想実現に向けた
DICの取り組みについて

エコシステムを意識した
実用化開発を推進
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やり方に接して、『目からうろこ』
的な気づき（アイデア）を促すこと
もあり得ます。また、先デ研と、技
術ロードマップを共有し、先デ研の
有するコア技術を育て、DICは、事
業会社の要求をくみ取り、実用化を
実行する。そのためには、組織の壁
が無いように、コミュニケーション
を図ることが大事です。」と富澤セ
ンタ長は強調する。

図 3は、DICの代表的な研究開
発成果の事例である。DICでは、通
信デバイス技術、インフラメンテナ
ンス技術、ウェアラブルデバイス技
術などに関して着実な技術開発、プ
ロダクトアウトを達成してきてお
り、今後も IOWN構想の実現に向
けた取り組みに邁進していく。

DICでは、以下に紹介する 4つ
のプロジェクトを推進している。
「フォトニックネットワークデバイ
スプロジェクト」
①シリコンフォトニクス技術を用いた

COSAなどの送受信デバイス、② InP

などの変調器デバイス、③ PLC技術
を用いた ROADM（Reconfigurable 

Optical Add-Drop Multiplexer）など
の方路切替デバイスなどの研究開発
を推進している。さらに、④超高速光
通信向けデジタル信号処理デバイス
が、NTT未来ねっと研究所より加わっ
た。これらの光デバイスは、国内国外
のネットワークインフラに採用され、実
際に世の中に貢献している。
「スマートコネクションデバイスプ
ロジェクト」

③人間や環境に寄り添う
ナチュラルデバイス技術

①オールフォトニクス
NWを実現する光電
融合型通信デバイス

②ポストムーア時代を切り開く情報処理デバイス
技術

図４　光電融合デバイスの研究開発方針
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①光メトロ・アクセスネットワー
クの長延化・多分岐化を実現する
レーザ・フォトダイオード・アンプ
IC、②ネットワーク仮想化向けハー
ドウェア・アクセラレータ技術に超
高精細画像 AI推論エンジンの研究
が加わっている。また、③光電融合
コンピューティングシステム・デバ
イスが先デ研より加わっている。
「ライフアシストプロジェクト」
非通信分野におけるセンサ技術と
して東レと共同開発した hitoe®（ヒ
トエ）というウェアラブルセンサや、
鉄塔や電柱などのインフラのメンテ
ナンス技術にも取り組んでいる。ま
たレーザを用いて鉄塔の錆を除去す
る技術、塗装の劣化を推定する技術
に取り組んでおり、これらにより
NTTのフィールドにおけるインフ
ラ設備の効率的な保守運用に貢献し
ていく方針である。
「プロダクト戦略プロジェクト」
戦略を策定するプロジェクトであ
り、研究開発しているプロダクトを
いかにして世の中に広めて定着させ
ていくか、形あるプロダクトとして

である。
第４世代、第５世代は先端技術総
合研究所で取り組んでおり、チップ
間の光伝送や、チップ内のコア間の
光伝送の実現をめざす。

若手研究者へのアドバイスについ
て、富澤センタ長は下記のように述
べる。
「我々は実用化の研究開発を進め
ているわけですが、若手研究員に対
しては、どういった価値を世の中に
提案し、それが本当に役に立つ技術
であるのかということを常に深く考
えるようにと話しています。とても
無理だと思われるような高い目標で
も、諦めずに求めていくことが重要
です。また、1～ 2年後では陳腐化
してしまい、役に立たない技術もあ
りますから、技術を開発するうえで
はタイミングを図ることも重要です。
さらに、経済性／コスト感覚もとて
も重要です。システム全体を見るこ
とでデバイス技術を俯瞰し、場合に
よっては、市中技術など補完技術を
使った方が有利なケースもあります。
よく言っていることですが、死の
谷を超えるために、自分の役割を少
しだけ超えてみる、すると違う世界
が見えてくることがあります。また、
異分野の方々とのコミュニケーショ
ンを良くして、どのような貢献がで
きるかを常に考えるようにしなけれ
ばならないと思います。
光技術については、わが国の技術
が世界的にも優位性を保っているわ
けですが、若手研究員には、この流
れを着実に有利にしていくために貢
献してもらいたいと考えています。」

世の中に出すためにどうやって実装
を進めるかということに取り組んで
いる。

DICでは、光の特性を積極的に活
用し、既存のエレクトロニクス技術
だけでは実現できない革新的なデバ
イスの創出をめざし、
① オールフォトニクスNWを実現す
る光電融合型通信デバイス技術
②ポストムーア時代を切り拓く情報
処理デバイス技術
③人間や環境に寄り添うナチュラル
デバイス技術
の研究開発に取り組んでいる（図４）。
光電融合型の通信デバイスは、第
１世代から第５世代まである（図
５）。このうち第１世代と第２世代
は実用化の段階にあり、DICでは現
在、第３世代を中心とした研究開発
に取り組んでいる。これまでに通信
用デバイスの COSAのコパッケー
ジ技術の構築を行い、データセンタ
間の光伝送に用いるチップを開発中

COSA+DSP CoPKG 
DCI
(10km-100km)

SiP COSA
Telecom Metro 
(<1000km) 

第1世代

SiP COSA
DCI 
(100km) 

第2世代
CPO : Co-Packaged Optics

第3世代

Chip-to-chip
interconnection

第4世代

Photonics layer

CMOS layer

Photonics in Chip
(<1cm)

第5世代
Intra Data-Center
(IF for ASIC)
(～2km)

Chip-to-chip 
Interconnect
(数10m～1cm)

図５　光電融合デバイスの進展

光電融合デバイス技術の
研究開発方針と進展状況

若手研究員へのアドバイス


