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1.　はじめに
当協会では、光技術動向調査事業として、毎年、最新の光技

術動向を的確に把握し、将来への指針とすべく継続的に調査
研究を行っている。今年度は、光無機材料・デバイス、光情報
通信、情報処理フォトニクス、光加工・計測、光エネルギー、光
有機材料・デバイス、光ユーザインタフェースの７つの技術分野
を調査対象とした。調査結果は、最新の技術動向として、Web
機関紙オプトニューズのテクノロジートレンドに、それぞれの分
野のトピックス15件を掲載した。また、2017年10月４日～６日に
開催されるインターオプト2017の光技術動向セミナーで紹介さ
れる予定である。

2.　光無機材料・デバイス
2.1　テラヘルツ・中赤外域

テラヘルツ波の光源強度は、チェレンコフ位相整合や再生
増幅器付きフェムト秒レーザによる励起等によって、この10年
で、５桁程増強された。周波数90 GHz（波長～３mm）光源で
は、入力電磁波の伝播速度を遅延させて、電子ビームの伝播
速度と同程度になるように速度整合させることによって、30 cm 
程度の大きさで約５WのCW動作が可能となった。また、光注
入型テラヘルツ光パラメトリック発生器（is-TPG）において、約
100 kWの尖頭値出力および0.4～5.0 THz（波長750 nm～60  
µm）の周波数可変範囲が実現された。固体励起の中赤外パル
スレーザ（波長１～20 µm程度）においては、新材料、新デバ
イスの出現と励起用光源の高性能化によって、新たな可能性が
示され、性能が向上している。一方、検出技術においては、
CMOS技術を基に、１万画素の高精細化や１MHzの応答速
度を実現し、利用目的に応じて安価なセンシングデバイスの開
発が進められている。

応用面では、生物・化学分野で物質改変の可能性が試さ
れ、皮膚細胞への高強度テラヘルツパルスの照射によって、癌
抑制タンパク質が発現することが分かり、新機能物質創成の可
能性が注目されている。中赤外領域では、ガスセンシング用分
布帰還型QCL（DFB-QCL）の印加電流による発振波長制御
により、20 nm程度の波長掃引が消費電力３W以下で実現され
ている。ガスの吸収線幅が狭いため、センシング装置には高い
温度安定性が必要で、このための低消費電力化が進んでい
る。また、通信分野では、300 GHz帯域での無線通信用フロン
トエンドモノリシックマイクロ波集積回路や32値直交振幅変調
信号生成送信器の試作が成功し、テラヘルツ無線の実用化に
向けた技術開発が進展している。

2.2　近赤外域（光通信用の波長域）
コヒーレント光通信用波長可変レーザは、各社様 な々形態で

製品化されており、モノリシック型半導体レーザとしては、バー
ニア効果を用いたDFB-DBR（Distr ibuted Feedback- 
Distributed Bragg Refl ector）型が開発されており、40 nm以
上の帯域に渡り任意の波長で制御可能である。今後、小型・低
消費電力かつ狭線幅化により64QAM通信への市場展開が期
待されている。また、通信容量拡大への取組みとして、電界吸
収型変調器やマッハ・ツェンダー変調器、直接変調レーザなど

を用いてPAM-４信号で１チャネル辺り100 Gbit/s以上の伝送
が報告されている。

シリコンフォトニクス技術では、大容量光リンクを実現するた
め様々な取り組みがなされており、III-V族基板に活性層等を
結晶成長した基板を直接接合することによりデバイスが作製さ
れ、室温において2.5 mAのバイアス電流で25.8 Gbit/sの直接
変調が確認されている。

量子ドットレーザでは、InP基板上の自己組織化InAs量子
ドットを用いて1.55 µm帯でパルス駆動ながら室温で600 
mW、120℃で20 mWのレーザ発振が達成され、36 Gbit/s の
データ伝送が 報告されている。また、S i 基 板 上にM BE
（Molecular Beam Epitaxy）によりInAs量子ドットを成長し、
波長1,255 nmで111℃までのレーザ発振が確認され、今後の進
展が期待されている。

2.3　可視・紫外域
小型可視光源としてのナノコラムLEDでは、ナノサイズのコラ

ム径と位置を精密に制御することによって緑色から赤色のナノ
コラムLEDが実現され、ナノコラムを周期的に配列させてナノ
コラムフォトニック結晶構造を形成することにより、指向性の高
い放射ビームが得られている。一方、深紫外光源の分野では、
短波長化および高出力化に向け、発生波長、集光性、装置サイ
ズ等の仕様に応じた非線形光学結晶材料およびその入射光源
等の最適化が進んでいる。波長199 nmでは、300 mWのCW
発振が報告されている。

応用面では、近年の可視域半導体レーザ技術の著しい進展
により、走査型レーザ投射、高輝度表示、レーザ照明などの分
野に次 と々投入され、従来にない色再現範囲と小型・低消費電
力の観点から応用展開が加速している。また、産業界で利用さ
れる標準光源のLEDへの置き換えが検討されている。１つ
は、ISO、IEC等の国際規格やJIS等の国内規格で規定される
任意の基準スペクトルをLEDにより再現する試みであり、もう
１つは、全光束や放射束等の測光・放射量の基準として利用
されてきた標準電球をLEDに置き換えようとする試みである。

3.　光情報通信
近年のトラフィックの増加を象徴するものは、クラウド型ネッ

トワークサービスの増加に加えて、スマートフォンやタブレット
端末の急速な普及によるモバイルトラフィックの急増であろう。
LTEの普及も後押しする形でモバイルでも動画等の大容量コン
テンツの利用が増えていることが急激なトラフィックの増加をも
たらしていると推測される。更には、2010年比1,000倍の大容
量化を目標とした第５世代移動通信システム（５G）は、2020年
のサービス開始を目指した研究開発が活発になってきており、
今後もしばらくトラフィックの増加は継続していくものと予想さ
れる。このような背景の下、光情報通信分科会では、2016年度
の技術動向を以下の６つの分野ごとにまとめた。

3.1　基幹光伝送システム
超100 Gb/s光伝送システムの実現に向けて、引き続きデジタ

ルコヒーレント技術を駆使した光伝送実験が数多く報告されて
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いる。新たな特徴として、従来の長距離システム向けの技術開
発だけではなく、PAM（Pulse Amplitude Modulation）、
DMT（Discrete Multi-Tone）技術等のデータセンタ間通信へ
の適用など、対象分野の広がりを見せている。一方、空間分割
多重伝送は、いわゆる3M（Multi-Mode/Multi-Core/Multi-
Level）を駆使した高密度多重と、伝送距離の長延化が特徴的
であった。空間多重技術を最大限活用することで大容量化の
余地は残されており、大容量化の傾向は今後も継続することが
予測される。また、新たな動向として、空間多重技術を活用し
た大容量光伝送システムの低消費電力化への潮流が見られ
た。

3.2　フォトニックノード
ハードウェアの所有から、初期投資のリスクを抑制できる

サービスの利用へと通信業界の変化が起こる中、光ネットワー
クの利用効率を改善する研究開発が重要となってきており、
フォトニックノードにも高い柔軟性が求められている。光パス
の波長、方路の制約および光パス間の波長競合制約を解消し
ながら、透過帯域幅を必要最小限のスペクトル資源で適応的
に割り当てることを可能にするエラスティック光ネットワークの
検討が進んでいる。新たな動向として、光通信機器を機能毎
に分割し、必要な機能をベンダに依存することなく柔軟に選択
し、サービス運用中にも最新技術の導入による性能改善を可
能とする光ノードのオープン化の検討が始まっている。キーコ
ンポーネントである波長選択スイッチも多ポート化、マルチコア
への対応等が報告された。標準化では、Beyond 100G OTN
（Optical Transport Network）インタフェースや、OIF（Optical 
Internetworking Forum）で検討された様 な々Ethernetレート
に適用できるFlexE（Flex Ethernet）信号をOTNインタフェー
スに収容する方法についての議論が活発に行われ、2016年は
OTNインタフェースを規定するG.709/Y.1331勧告が大きく改訂
され、第5.0版として発行された。

3.3　光ネットワーキング
仮想化環境においてネットワーク資源や機能の設定をソフト

ウェアによりプログラマブルに実行するSDN（Software Defi ned 
Networking）やNFV（Network Function Virtualization）
が、引き続き注目を集めている。また、拡大し続けるトラフィッ
ク量をいかに処理するかといった課題から、データセンタネット
ワークに関する研究開発が活発に進められている。データセン
タネットワークではスイッチング部分の光化による消費電力削
減やレイテンシ低減を狙ったデバイスやハードウェアに関する研
究開発が引き続き注目されている。光ネットワーク制御管理技
術に関しては、オープンなAPI（Application Programming 
Interface）の活用によるアプリケーションと連携したサービス
運用性向上の検討が増加しつつある。また、新たな潮流とし
て、機械学習やディープニューラルネットワーク等をネットワー
ク制御管理に応用する試みも見られた。

3.4　光アクセスネットワーク
既存の10G-EPONに続く次世代のシステムに向けて、25 Gb/s

級PON（Passive Optical Network）技術に注目が集まった。
25 Gb/s級PON技術は、市場規模が急激に拡大するデータセン
タ用光トランシーバ（100G/400G Ethernet）用光デバイスとの
技術共用化を行うことで、加入者向け光アクセスシステムに要
求される低コスト化を目指している。2015年11月より標準化の
検討が開始された100 G-EPONの実現技術として、４波長×25 
Gb/s技術が検討され、注目を集めている。また、一波長当たり
の伝送速度の高速化、ロスバジェットの拡大を目的に、現在の
幹線系システムの主流技術であるデジタルコヒーレント技術の
光アクセス系への展開を検討した100 Gb/s級コヒーレントPON
技術なども提案されつつある。また、2020年頃の実用化が期待
される５G向けMFH（Mobile Front Haul）およびMBF（Mobile 
Back Haul）光アクセスネットワークに関する研究開発、標準化
に向けた取り組みも積極的な検討が進められている。

3.5　光LAN
データコム分野では、400 Gb/s Ethernet規格（IEEE 802.3 

bs）の標準化の概要がほぼ確定し、2016年７月にはDraft2.0が発
行された。順調に進むと2017年12月に標準化発行となる。主な特
徴として、IEEE 802.3の中で最も強力なRS-FEC（544,514）の
搭載が必須となり、光変調方式に初めて多値変調符号（PAM4）
が採用された。また、市場需要の変化により、特にデータセンタ
用途に向けて25 Gb/s、50 Gb/s、100 Gb/s、200 Gb/sなどの
標準化が進められ、全体でエコシステムの充実化やユーザニー
ズへの対応が検討されている。

3.6　光ファイバ
近年、MCF（Multi-Core Fiber）やFMF（Few-Mode Fiber）

の研究開発が非常に活発に行われており、多くの報告がなされ
た。コア数を32まで増やしたMCFを試作し、1,600 kmを超え
る伝送実験が行われた。実用化に向けた検討も積極的に進め
られ、機械的信頼性を考慮したクラッド径250 µm以下とした
６モード19コアファイバの報告や、自動調心による融着接続結
果などが報告された。また、Beyond 100Gに向けて、カットオフ
波長の上限を1,530 nmとした低損失かつ低非線形のファイバ
がITU-T G.654.Eとして標準化された。

4.　情報処理フォトニクス
情報処理フォトニクスの技術動向調査では、昨年に引き続

き、光メモリ、光インターコネクション、光演算の３分野を取り上
げた。

4.1　光メモリ
光ディスクは、従来の民生用から、長期・低コスト・高安全性

かつ大容量ストレージが必要な大規模データセンタ用にター
ゲットを絞って応用開発が進んでいる。2020年の光ディスクの
容量供給は、2016年比32倍の33 EB（エクサバイト、1018バイ
ト）になると予測されている。そのための技術課題として直径
12 cmの光ディスクに１TB超の記録容量が必要になり、目標
値達成のためのロードマップも策定されている。

一方、次世代光ディスクメモリとして依然ホログラフィ記録が
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注目されている。学会等の報告では２TBの記録容量と520 
Mbpsのデータ転送速度が実機で達成されており、技術的な成
熟度は高くなっている。

光ディスク技術は日本が誇る先端技術の宝庫であり、これら
を元にして更なる産業の新規開拓や今後の技術展開をオール
ジャパンで検討する必要がある。その中で今年度の技術動向
調査では、光ディスク技術で熟成された技術の応用展開とし
て、相変化材料の応用およびヘルスケアに注目した。相変化材
料では、超高速、超低電力で動作が可能な材料として、GeTeと
Sb2Te３薄膜を積層した超格子相変化膜が脚光を浴びている。
相変化メカニズムの解明が進められると共に、室温テラヘルツ
波検出器などへの応用が検討されている。また、光ディスクに
おいて開発された微細加工技術やレーザ読み取り技術を、ヘル
スケアなどの他用途に応用する検討が進められており、細胞を
個々に観察するフローサイトメトリー装置、皮膚表面から微小
循環（細動静脈、毛細血管）の血流量を測定できる研究用レー
ザ血流計などの製品化に繋がっている。

4.2　光インターコネクション
光インターコネクションは、昨今のクラウドコンピューティン

グの浸透によるデータセンタのハイパースケール化により急速
な普及期を迎えている。今やスマートフォンなどを通じて利用す
るクラウドサービスは日常の一部であり、我々はデータセンタの
存在を意識することなく大量のデータ処理や保存を行ってい
る。このような状況からクラウド型データセンタ内での情報通
信量は増大の一途をたどっており、データセンタ内の光インター
コネクション帯域の拡大が急ピッチで進んでいる。一例として、
データセンタで使用されるAOC（Active optical cable）の帯域
は40 Gbps双方向通信から100 Gbpsへと拡大しつつある。これ
からのIoT（Internet of things）時代において生み出される
ビッグデータはデータセンタのますますの発展を促すものと思
われる。より一層のデータセンタの拡張、高性能化を見据えて、
光インターコネクション分野の技術開発は伝送帯域拡大、伝送
距離延長等に関して非常に活発に行われている。

スーパーコンピュータの開発競争も続いており、近い将来エ
クサスケールのスーパーコンピュータが登場すると見られる。
スーパーコンピュータの従来からの用途である材料開発や気象
研究等の科学技術計算に加え、最近ではビッグデータの解析
や深層学習を適用した人工知能への応用等が盛んに研究され
ている。近年のスーパーコンピュータは計算ノードの並列化によ
り性能向上が図られるため、ノード間の光インターコネクション
は非常に重要な技術となっている。スーパーコンピュータでは
CPUからの高速電気信号の伝送距離を極力短くしたいという
要求から、汎用の光トランシーバではなく、専用のオンボード光
モジュールが採用される傾向にあり、これらの最近の性能向上
も見過ごすことはできない。オンボード光モジュールは広帯域
化が求められる他に、低消費電力、小フットプリント、冷却構造
の導入など要求事項は多岐にわたる。

4.3　光演算
光演算の分野では、光技術と画像ベースの計算技術を高度

に融合させたコンピュテーショナルイメージングの研究が活発
に行なわれている。単一光検出器で２次元、３次元空間をイ
メージングするシングルピクセルイメージングは、構造化照明と
検出パターンから元の空間情報を再構成することができるた
め、コンパクトで高性能なイメージングが可能な技術として注目
されている。また、高速に変調された光源とカメラを用いて、対
象までの距離を光の飛行時間から測るToF（Time-of-Flight）
カメラでは、計算機処理を組み合わせた様 な々応用が報告され
ている。ToFカメラにコンピュータトモグラフィを導入した遮蔽
物を迂回するイメージング、非散乱光を計算機処理でフィルタ
リングする散乱体イメージング、ドップラー効果を利用した速度
イメージングなどが挙げられ、コンピュテーショナルカメラの新
たなプラットフォームとなりつつある。光と信号処理が高度に融
合するコンピュテーショナルディスプレイやディジタルホログラ
フィなども、今後の発展が見込まれるが、この分野への参入を
増やすために学問分野として整理された考え方、アプローチの
仕方などの構築が求められる。

5.　光加工・計測
今年度の光加工・計測分野の調査では、加工用光源技術と

して「ファイバレーザ」、「EUV光源」を、加工技術として「３D 
プリンティング」を、計測技術として「工業用OCT（Optical 
Coherence Tomography）」、「非接触潜傷検査技術」を、医
療関連技術として「生体組織の高感度分光」を取り上げた。

5.1　加工用光源
国内と海外の加工用ファイバレーザの開発動向を隔年で調

査してきたが、今回は国内外の動向を合わせてまとめた。米国
IPGフォトニクス社の一強ではあるが、10 kW前後の出力を有
するモデルが市販されるようになってきており、加工機搭載機
種に選択の幅が広がっている。また、数ピコ秒以下の超短パル
スファイバレーザや、波長１µm帯以外の1.5 µmや1.9 µmファ
イバレーザの技術開発も進められている。

半導体リソグラフィ用では、波長13.5 nmのEUV光源開発が
進められているが、このような波長の光を既存のレーザ媒質か
ら発生させることは不可能であるため、プラズマの発光を利用
している。さらに、近年EUV光源の高出力化が進み、変換効率
５％、100 W級出力で５時間の連続運転が確認されている。
「量産工場への本格導入は、“If”から“When”で議論される時
代となった」とのことである。この背景には、シミュレーション
によるスズドロップレットターゲットの挙動の解析も貢献して
いるようである。

5.2　加工技術
３Dプリンティングは、レーザ加工の国際会議でも大きな地

位を確立し、研究開発が進んでいる。特に、樹脂加工では、液
槽光重合、粉末床溶融結合、材料押出、材料噴射、シート積
層、結合材噴射の６種類の方式があり、最終製品の直接加工
には、粉末床溶融結合と、材料押し出しが主に使われている。
近年の傾向として、いわゆるスーパーエンジニアリングプラス
チックなどの高機能樹脂の加工など、加工の高付加価値化と、
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レーザを使わないもしくはより安価なレーザを使った廉価な装
置の２つの流れがあり、今後この２つの方向での大きな進展が
予想される。

さらに、高速高精細光造形においては、1 次元規制液面型３
Dプリンター（RECILS）が注目されている。他の３Dプリンター
では製造困難な極めて複雑な内部構造が実現でき、例えば、
混ざりにくい液体をすみやかに混ぜるマイクロミキサーを想定し
て、約30 mm角の立方体の中で流路の２分岐を繰り返して、入
り口２か所、出口4,096か所を持つ３次元マイクロ流路構造など
が作製されている。また、材質が光硬化樹脂に限られるという
原理的な欠点は、メッキなどの表面修飾で改善することが可能
である。

5.3　計測技術
工業用OCT においては、眼底や血管等の断層画像の取得

のみならず、フィルム膜厚さの検査、自動車用部品など被検体
表面の寸法を約0.1 µmの高精度で計測する用途へと技術応用
が広がっている。

半導体ウェハやガラス基板を精密研磨する工程において基
板表層にマイクロクラック（潜傷：せんしょう）が形成されるこ
とがあり、最終製品の歩留まり低下の要因となっている。この
潜傷を非接触で検出するために、熱応力による光散乱強度の
変化を利用した検査技術が開発されている。

5.4　医療関連技術
画像情報と光のスペクトル情報を取得する分光カメラ（ハイ

パースペクトルカメラ）の小型化、低価格化が進んでおり、ス
マートフォンに搭載可能な超小型分光イメージング（ワンショッ
ト分光イメージング）装置の開発も進められている。可視～赤
外領域の分光画像から生体組織成分を計測するヘルスケアセ
ンサとしての応用が期待される。また、赤外波長の量子カス
ケードレーザを用いたレーザ吸収分光法により、微量ガス計測
や高精度同位体計測が可能になってきており、環境モニタリン
グや産業用計測だけでなく、人体の呼気に含まれる微量ガス
の分析による健康状態や代謝活動のモニタリングへの応用が
注目される。医療用では、胃の中のヘリコバクター・ピロリ菌感
染を調べる尿素呼気試験向けに、二酸化炭素の同位体測定が
可能なガス分析器なども開発されている。

6.　光エネルギー
今年度も各種太陽電池技術、太陽光発電のオペレーション

とマネージメント、シリコン薄膜系太陽電池の応用、エネルギー
蓄積に関して最近の技術動向を調査した。

6.1　結晶系シリコン太陽電池
本年度は、カネカからこれまでの結晶系シリコン太陽電池の

最高変換効率25％を上回る26.33％の驚異的な高効率セルの
記録が報告された。変換効率の記録更新が相次ぐが、現在の
量産製品との間に大きなギャップがあり、経済性を重視しつつ
高性能化を達成するための生産技術および信頼性技術の開発
が課題である。

6.2　化合物薄膜太陽電池
小面積単セルでのCIS系薄膜太陽電池技術の研究開発にお

いて、“高効率化競争”が継続している。ZSW（ドイツの太陽光
と水素の有効利用に関する研究センター）から22.6％、ソーラー
フロンティアから22.8％の変換効率が報告され、いずれ23％の
壁を突破すると予想される。

6.3　ペロブスカイト太陽電池
昨年度、小型セルでの最高変換効率が21.0%に達したのに

次いで、今年度は22.1%と、さらに高い効率が報告された。各種
ドーピングも含めたペロブスカイト太陽電池の材料、構造や作
製プロセス等に関連する研究も増え、特性のバラツキを抑えた
再現性の向上や耐久性の改善も進みつつある。また、光吸収波
長が長波長域まであるSi太陽電池をボトムセルとし、ペロブス
カイト太陽電池をトップセルとするタンデム化の検討も進んでお
り、23.6%の変換効率が報告された。一方で、無機化も含めた
安定性の改善や非鉛化は進みつつあるが、まだ屋外での実用
化レベルには遠い。欧米や中韓での進展や発表が目立ってお
り、今後も動向に目が離せない状況である。

6.4　色素増感太陽電池
色素増感太陽電池は公的機関測定のセルでの変換効率の

更新はなかったものの、1.4 Vを超える開放電圧や色素増感太
陽電池どうしや色素増感太陽電池とSi太陽電池とのタンデム化
の報告があった。実用化面では、フジクラが低照度向けに３種
類の色素増感太陽電池モジュールを販売するに至った。研究
者が色素増感太陽電池と同様な方法で作製し高効率が得られ
るペロブスカイト太陽電池にシフトする傾向の中で、色素増感
太陽電池の研究開発は停滞感が否めない。

6.5　有機薄膜太陽電池
有機薄膜太陽電池の変換効率は、毎年、徐々に向上してお

り、ドイツHeliatek社から13.2%、東芝から12.0％、三菱化学か
ら11.7%の変換効率が報告された。2016年を俯瞰すると、学術
的には顕著な成果発表はあまり見られなかったが、昨年の三
菱化学のシースルー太陽電池の上市もあり、実用化には進展
が見られる。

6.6　超高効率太陽電池
集光型太陽電池セルに用いられる多接合型太陽電池は、Ge 基

板を用いたLM（Lattice-Matched）およびMM（Metamorphic）
多接合型太陽電池、IMM（Inverted Metamorphic）多接合型
太陽電池、さらにWafer Bonding技術を用いた多接合型太陽
電池の研究・開発が盛んに行われた。シャープは、IMM 
InGaP/GaAs/InGaAs三接合型太陽電池において非集光時
37.9%の変換効率を達成した。また、NREL（National Renewable 
Energy Laboratory）は、IMMInGaP/GaAs/InGaAs/InGaAs
四接合型太陽電池において非集光時37.8%、集光倍率690倍
で45.6%の変換効率を達成した。一方、最近では、InAs/GaAs
量子ドット太陽電池の低コスト化技術の開発も行われている。
特に、エピタキシャル・リフトオフ法を利用してセルを基板から
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分離し、また基板を再利用していく方法が低コスト化に向けて
有望視されている。

6.7　国際標準と評価技術
PVモジュールの認証・評価等に関する標準化はIECのTC 

82/WG 2で議論されており、今年度も型式認証に関する61215 
シリーズと安全性に関する61730シリーズや、バックシート等の
モジュール構成部材に関する62788シリーズ等、70件以上の新
規および改訂規格が審議された。一方、PVシステムの信頼性
に大きな影響を与えるものとして注目されているPID（Potential 
Induced Degradation）の検出に関わる62804シリーズの審議
も行われた。

6.8　モジュール部材
太陽電池モジュールの長期暴露に伴う劣化に関し、化学的

腐食劣化として、モジュールの封止材に使用されているEVA
（Ethylene-Vinyl Acetate）の加水分解により発生した酢酸
が、Agフィンガー電極を腐食劣化させることに起因する現象に
ついて研究が進んでおり、微視的元素分析や劣化時の交流イ
ンピーダンスの解析により、詳細なメカニズムが明らかになり
つつある。また、近年、物理的・機械的な劣化現象として、セル
のウエハを貫通するクラックに起因するスネイルトレイル（snail 
trail）と呼ばれる劣化現象が注目されている。

太陽電池モジュールの信頼性や寿命は、効率向上とともに、
生涯発電量やコスト低減にとって重要な研究課題であり、今後
の研究開発の加速が期待される。

6.9　Integration Studyによる将来の電力システム解
析、評価

再生可能エネルギーの変動性、不確実性の増加に対応した
新たな技術の導入、分散電源、可制御需要の増加による運用
の可能性の拡大と複雑化等により、電力システム全体の特性
が変化することで、新たな電力需給解析とIntegration Study 
のニーズが発生しており、これらに対応する取り組みが行われ
ている。

具体的には、運用計画・解析の領域では、運用プロセスで与
えられる限られた時間内に答え（運用計画）を出すことが求め
られている。また、精度の高い解析を行うためには、設備の特
性に加え、需要、PV、風力の出力変動特性と予測誤差を反映
する必要がある。また、設備計画・評価の領域では、持続可能
なエネルギー・電力システムの段階的な実現のため、再生可能
エネルギーの導入から、革新的技術の導入検討にIntegration 
Studyが活用されている。

6.10　O&M（Operation & Maintenance）
日本型固定価格買取制度（FIT）は2012年７月に導入・施行

され、太陽光発電事業は、劇的に導入が拡大された。しかし、
本来の太陽光発電が持つ地球温暖化防止や環境保護の観点
を逸脱し、事業性や投機の対象となった側面もあり、多くの課
題を生じたため、現行FIT制度の課題解決と、今後、太陽光発
電が基幹エネルギー源として役割を担うため、現行法制度が

改正された。2017年４月より施行される本改正のポイントは、
①未稼働案件の発生を踏まえた新認定制度の創設、②コスト
効率的な導入、③地熱等のリードタイムの長い電源の導入拡
大、④減免制度の見直し、⑤電力システム改革を活かした送配
電買取への移行である。新認定制度では、事業者が事業計画
において、適切に点検・保守を行うことを盛り込むとしている。
FIT当初に構築し、既に運用されている中には安全性、信頼性
に課題がある施設が存在することも事実であり、既存設備、今
後の新規設備とも安全性の確保が急務であり、O&Mの実施
方法を早急に検討する必要がある。

6.11　シリコン薄膜系太陽電池の応用
2014年に閣議決定された「エネルギー基本計画」の中でZEB

（Zero Energy Building）が注目されている。ZEBとは、快適
な室内環境を保ちながら、高断熱化、日射遮蔽、自然エネル
ギー利用の高効率化により、省エネルギーに努めると同時に、
太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、年間で消費する
建築物のエネルギー量が大幅に削減されている建築物であ
る。ZEB達成のために、発電と省エネルギー（断熱）の機能を
併せ持つ建材一体型太陽電池（BIPV：Building Integrated 
Photovoltaics）の普及拡大が期待されている。BIPVモジュー
ルとして遮光性と遮断性が高い薄膜シリコンシースルー型太陽
電池が有効であり、今後の展開が期待される。

6.12　台湾
台湾太陽電池産業の不況の影響により、各社、研究開発へ

の投入には保守的になっている。技術面では、各社PERC
（Passivated Emitter and Rear Cell）へのプロセス移行が
加速し、ヘテロジャンクションセルの生産開始などの報告がな
されている。

6.13　二酸化炭素還元
アジア・中東系政府では、科学技術施策の重要テーマとして

二酸化炭素還元を掲げている国が現れつつあり、世界的な傾
向として、非常に多くの研究が行われつつある。昨年からの流
れではあるが、ナノサイズの触媒や複合触媒を用いることで、今
までのµm以上のバルク触媒では見えなかった反応が見え始め
ている。従来、純粋な銅以外では二酸化炭素還元による様々
な炭化水素系の化合物の生成が見られていなかったものに対
し、化合物ナノ触媒で炭化水素系の生成がみられるなど、今後
の二酸化炭素の電気化学的還元の実用化や反応メカニズムの
解明に対する黎明がみられるような発表が散見され始めてい
る。

7.　光有機材料･デバイス
光有機材料・デバイスの技術動向として、有機発光材料、有

機半導体材料、透明導電性材料、光機能性材料・デバイス、
人工光合成や光有機デバイスの共通課題等について調査し
た。
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7.1　有機発光材料
フィルムを用いたフレキシブル有機ELディスプレイは、薄くて

軽く、耐衝撃性にも優れており、臨場感あふれる映像を家庭で
楽しめる大画面シート型ディスプレイへの展開が期待されてい
る。しかし、有機ELは水蒸気に対する高いバリア性能を必要
とするため、封止素材が高価となるばかりか、大画面に欠陥な
くバリア膜を作製することが困難であるという課題を抱えてい
る。これを解決する手段の１つとして、水分や酸素で劣化しにく
い材料のみを素子に用いた、逆構造有機EL素子の開発が期
待されている。しかし、透明なITO（酸化インジウムスズ）を陰
極として使用しなければならず、有機層への電子注入が著しく
低下してしまう。そこで、新たな電子注入剤を有機層に添加す
ることにより、デバイスとしての寿命を従来の10倍以上に増大
できることが示された。デバイス性能が飛躍的に向上して高い
大気安定性を実証するデータも示され始めており、フレキシブ
ルディスプレイの実現にとって大きな進展であるといえる。

7.2　有機半導体材料
有機半導体材料は印刷プロセスを用いて塗布できることか

ら、低コストかつ大面積な集積エレクトロニクスデバイスが作
製可能であり、次世代のプリンテッドおよびフレキシブルエレク
トロニクス産業向けの材料として開発が盛んに行われている。
一般的に研究開発レベルでの有機材料の製膜には、スピン
コート法やドロップキャスト法などの簡便な手法が用いられる
が、均一な膜を形成するために大量の材料を必要とするだけで
なく、結晶粒界がランダムに配向した多結晶性薄膜を形成し、
材料本来の性質が最大限に引き出されることは少ない。これら
の課題を解決するため、有機半導体材料の新規製膜法とし
て、連続的に半導体溶液を供給しながら基板を動かして乾燥
させることにより、基板上への連続的な単結晶性薄膜の形成
が可能となる連続エッジキャスト法が注目されている。一方、高
分子の有機半導体材料の製膜において、ナノレベルの溝を形
成した基板を用いることにより、高分子の配向性が向上し、20 
倍以上に電子移動度が高まることが明らかになった。有機半
導体材料の潜在的な性能を引き出す研究は始まったばかりで
はあるが、これまでの結果から、そのポテンシャルの高さは十
分に示され、今後、更なる高性能材料および分子配向を制御す
るプロセスの開発に対する期待が高まっていると言える。

7.3　透明導電性材料
透明な配線材料として、銀ナノワイヤーが注目されている。銀

ナノワイヤーは、その非常に高い透明性、導電性、柔軟性、伸縮
性から、ITOフィルムの理想的な代替品と期待されている。ナノ
ワイヤーの直径が細いため、透明性が高いのである。性能的に
は、ITOを凌ぐレベルに達しつつあるが、コスト面でまだ課題
がある。有機太陽電池やフレキシブルディスプレイなどへの展
開が期待されているが、大量に使われることにより低コスト化
も可能になる。広範囲な製品への展開が鍵となっている。

7.4　光機能性材料・デバイス
今年度は、ポリマ導波路とレーザスクライビングの動向につ

いて調査した。光配線に対する要求が従来よりも広帯域化して
おり、SI（Step Index）型に代わりGI（Graded Index）型の導
波路を採用する必要に迫られている。そこで、各社においてポ
リマ光導波路をGI化する開発が進んでいる。また、光ファイバ
や光導波路などの各コンポーネント間の接続損失低減や位置
ずれに対するトレランスを確保できるような接続技術が求めら
れており、自己形成（LISW：Light-Induced Self-Written）光
導波路が１つの解となり得ることが示された。例えば、住友
ベークライトは、カーエレクトロニクス技術展2017において、複
数台の車載カメラやセンサ等を分岐光導波路で接続する光
ハーネスシートのコンセプトを展示した。フレキシブル平面シー
トの特長を活かしてルーフに搭載可能であり、今後の技術的な
進展に期待したい。また、次世代の超広帯域光通信や光イン
ターコネクション分野に向けた別のアプローチとして、電気光学
（EO）ポリマを用いた外部光変調器の研究も盛り上がってき
ている。EOポリマは、VCSEL（Vertical Cavity Surface 
Emitting Laser）の直接変調や、LiNbO3を用いた外部変調器
では実現困難な100 Gbps以上の広帯域性を有しており、ボード
レベルのみだけでなく、チップ内光配線用外部変調器にも適
用可能である。

レーザスクライビングは、レーザを用いて、脆性材料の表面
に微小な亀裂または溝を形成する加工方法であり、加工屑が
非常に少ない薄膜等の切断手法である。より綺麗な断面を求
めて、レーザ波長の短波長化が進み、将来的にはフェムト秒
レーザの適用が視野に入って来ている。

7.5　人工光合成
二酸化炭素の光還元技術として豊田中研、パナソニック、東

芝などが、各社各様の光触媒を用いて、ギ酸やエチレングリ
コールなどの有機物への変換を行っており、変換効率の向上で
凌ぎを削っている。実用性については、現時点では未知な部分
が多く、今後、より市場価値の高い物質の製造を、高効率で、
かつ設備投資を抑えたシステムで実現する必要があると思われ
る。

7.6　光有機デバイスの共通課題
有機薄膜太陽電池の評価技術、劣化解析技術に加え、有機

デバイスの性能シミュレーション技術の動向について調査し
た。太陽電池内で起こる一連の現象（反応）は、フェムト秒か
らマイクロ秒まで、広い時間領域に渡るため、高速かつ広帯域
な現象を観測できる過渡吸収分光法と呼ばれる光学的手法で
の解析が注目されている。また、高分子太陽電池等の有機半
導体デバイスの劣化には、材料劣化に加えて電荷蓄積に由来
する可逆的な要因劣化があり、劣化と相関する指標として熱刺
激電流や電流密度‐電圧特性の評価が重要となってきている。
電荷蓄積した箇所を直接的に評価解析する手法として電子ス
ピン共鳴（ESR）分光があり、有機材料やデバイスを分子レベ
ルで解析できる高感度で強力な手法となってきた。その結果、
光誘起ESR信号の増加が素子性能の劣化と明瞭に相関するこ
とが明らかになった。
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8.　光ユーザインタフェース
本分科会では、基盤技術とそれらを活用する応用・アプリ

ケーションの両面から技術動向を調査した。基盤技術では、
ディスプレイ分野、３次元映像システム、VR･AR技術、コン
ピュータビジョン、光センシングに関する技術の進展を取り上
げ、応用・アプリケーションでは、医療ヘルスケア、高臨場空間
再現・コミュニケーション、ドローン、車の自動運転に関する技
術の進展を取り上げた。

8.1　基盤技術
8.1.1　ディスプレイデバイス

ディスプレイデバイス開発における価値軸として、高画質化、
多機能化、ARについて調査した。「高画質化」では大画面
化、高精細化、広色域化に加え、最近はHDR（High Dynamic 
Range）が注目されており、よりリアリティの高い映像の研究が
進んでいる。「多機能化」では、近年はディスプレイのフレキシ
ブル化などにより、ディスプレイの配置に対する自由度の向上
や、新たな表示方法の提案が行われている。ARでは、映像と
実体の重畳による作業性の向上や、より効果的な情報提供が
期待され、その実現のための新たなディスプレイデバイスや表
示技術が提案されている。

8.1.2　３次元映像システム
レンズとイメージセンサの間にレンズアレイを配置して、空間

中を様々な方向に伝播する光線群を記録することで、自由視点
画像の生成やリフォーカス画像の生成、被写界深度の拡大や
超解像処理などが行えるライトフィールドカメラが注目されてい
る。ライトフィールドカメラの空間解像度は通常のカメラよりも下
がるという課題があるが、画素数の多い撮影システムを適用す
ることで改善でき、１億3300万画素を有するイメージセンサを
内蔵した３Dカメラを用いた改善事例が報告されている。また、
圧縮センシングにより情報量を削減したライトフィールドカメラ
なども報告されている。

8.1.3　VR・AR技術
VR･AR基盤を実現するにあたり最も基本的なセンシングの

要素技術がユーザの視点位置および視線方向の計測である。
この分野のトップカンファレンスであるISMAR2016において、
複数のローリングシャッターカメラを用いて高周波に視点位置
を推定する手法など、多くの研究が紹介された。また、ヘッドマ
ウントディスプレイの装着感の問題や複数人での利用などの用
途を想定した設置型のディスプレイによるVR環境の開発が進
んでいる。

8.1.4　コンピュータビジョン
顔認識や自動運転における歩行者認識などへの深層学習の

応用研究が進展しており、物体認識以外にも物体検出やセグメ
ンテーション、時系列解析などにおいて適用されている。例え
ば、物体検出では、Faster R-CNN（Faster Regions with 
Convolutional Neutral Network）が考案され、当初R-CNN 
で１フレームに対して約47秒費やしていたが、Faster R-CNN 

では約0.2秒（５FPS）となった。冗長であった畳み込みの処理
を一括で行い高速化に貢献した。

8.1.5　光センシング
車載カメラ、監視カメラなどのセンシング用途のカメラにおい

ては、被写体に関わる種々の情報を獲得できる機能が必要で
ある。例えば、単眼カメラで撮影した１枚の画像から、カラー
画像と距離画像を同時に取得することを可能にする撮像技術、
レンズの代わりに同心円パターンを印刷したフィルムを用い、動
画撮像後に容易にピント調整ができるレンズレスカメラ技術な
どが報告された。

また、そのキーデバイスの一つであるイメージセンサでは、広
いダイナミックレンジと画像全域の完全同時撮像を達成するグ
ローバルシャッタ動作を兼ね備えた有機CMOSイメージセン
サ、分光イメージングに関してイメージセンサのフォトダイオード
を２層構成とし、可視光と近赤外光を同時に撮像するCMOS 
イメージセンサ、表面に微細加工したシリコン（ブラックシリコ
ン）を用いて紫外から赤外の広波長帯域で高い外部量子効率
を持つシリコンフォトダイオードに関する研究成果などが報告
された。

8.2　応用・アプリケーション
8.2.1　医療ヘルスケア

消化器系の診断分野では内視鏡が広く普及しているが、現
在では検査時の視覚を広げる広視野大腸内視鏡の開発が進
んでいる。また、内視鏡診断における視認性向上のため、観察
対象の光学特性（吸収・散乱特性等）に合わせて照明光の波
長を制御する「光デジタルによる画像強調」が広く普及してい
るが、近年の動向として、狭帯域化された青と緑の２波長の光
を照射することで毛細血管やわずかな粘膜の肥厚、深部血管
などを強調して映し出す技術など、「光デジタルによる画像強
調」に関連した技術の適用分野の拡張が挙げられる。

外科手術の分野では、手術室内において様々な情報を統合
することで、医師の意思決定を支援するスマート手術室が注目
されている。その代表例として、新しい治療室「SCOT（Smart 
Cyber Operating Theater）」がある。SCOTでは、手術室内
に設置された医療機器を機能や役割に応じてパッケージ化し、
それらをネットワークで結ぶことで、医療機器の基本データや
術中画像、手術器具の位置情報、患者の生体情報などを時刻
同期して集約させることを可能としている。

ヘルスケア分野では、国家レベルで健康・医療・介護の分野
を有機的に連結したICTインフラを構築するための取り組みが
始まっている。また、最近の注目する動向として血液中を循環す
る癌細胞を検出する技術が進展している。また、ウェアラブル
デバイスを用いたヘルスケア技術についても、応用研究が活発
に行われており、腕時計型の小型タッチパネルを用いる場合の
入力に関する工夫や、直接皮膚に貼り付けるタイプのセンサや
衣服への適用を意識した布センサを用いたジェスチャ入力の研
究などが行われている。
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8.2.2　高臨場空間再現・高臨場コミュニケーション／
教育

ここ数年、次世代コミュニケーションに向けたVR･AR技術を
利用した映像音響再現およびVR･ARリアルタイム伝送が実用
化に向けて大きく進展しつつある。2016年度は、カラオケ店舗
内にVR対応の専用ルームを設置した実証実験、VRを活用した
リアルタイム遠隔海外旅行サービスの発表、VR･AR技術を伝
統芸能とコラボレーションさせて歌舞伎役者とバーチャルキャ
ラクターを共演させる試みなどが行われた。

8.2.3 ドローン・車の自動運転
ドローンでは、農業分野、インフラ点検などの産業用途への

応用拡大に向けて、自律移動のための自己位置同定技術、画
像処理技術などが進展している。画像処理技術では、様々な
状態で撮影された空撮映像に対し、任意視点からの画像が、
従来手法よりひずみの少ない画像で生成できるようになったこ
とが報告されている。

車の自動運転では、アメリカや日本で実用化に向けた実証
実験が開始された。日本では、2020年の東京オリンピック・パ
ラリンピックに向けて自動車専用道路や東京臨海地域周辺の
一般道を用いた大規模な実証実験も内閣府により計画されて
いる。

9.　特許動向調査
9.1　光産業技術に関する特許動向調査

光産業分野の特許動向について、本年度は、ワーキンググ
ループ別に、光通信ネットワーク、ディスプレイ、太陽光エネル
ギーの３分野について過去10年間の特許出願動向の定点観測
調査および分析を行うとともに、光技術のトピックステーマとし
て、「光ファイバケーブル」、「デジタルコヒーレント」、「ヘッド
マウント＆ヘッドアップディスプレイ」、「レーザ加工」、「LED
照明」の５テーマを取り上げ、技術キーワード別の調査を含め
た詳細な特許動向分析を実施した。以下、定点観測調査結果
について、概説する。
⑴　光通信ネットワーク産業

本特許調査では、①基幹光伝送システム、②フォトニックノー
ド、③光ネットワーキング、④アクセスネットワーク、⑤光LAN／
インターコネクト、⑥光ファイバ技術の６つの観点から日本、米
国、欧州に中国を加えた四極における特許公開公報の過去10 
年間（2007年～2016年）を対象とした。周辺技術も含めてこれ
らの技術を網羅することを意識した検索式を用い、公開件数
の年度推移、各極における出願人の国籍別件数、企業別出願
件数、さらに主要出願人の出願国比較の動向調査を行った。

四極の光通信ネットワークの公開特許件数では、日本出願
は減少傾向にあり、それ以外の国・地域は増加傾向であった
が、このような傾向は、各極における全出願数にも見られる。日
本特許庁への出願件数減少の主な原因は、日本国籍の出願人
による出願の減少であるが、その理由として、①研究開発や企
業活動のグローバル化が大きく進展し、国内のみならず国外で
の知財戦略の重要性が一層増していること、②知財戦略にお
ける量から質への転換に伴って出願人による出願内容の厳選

が進んでいること、などが挙げられる。
光通信ネットワーク技術についても同様の原因により日本特

許庁への出願が減少していると考えられる。
企業別動向では、華為（ファーウェイ：中国）の2016年公開

件数が前年に比べて急伸しており、米国・欧州での企業別件
数では首位となっている。今後も華為に限らずZTEなど中国勢
の出願動向に注視する必要がある。
⑵　ディスプレイ産業

本特許調査では、日本、米国、欧州、中国の四極に韓国を加
えた５か国・地域の公開特許を対象に、ディスプレイ全般、すな
わち液晶、プラズマ、有機EL、無機EL、表面伝導型電子放出
素子を用いたディスプレイ等のフラットパネル型ディスプレイ
や、全面投射型および背面投射型プロジェクタ、陰極線管ディ
スプレイ等について、過去10年間の公開件数の推移や出願人
の国籍などの視点から調査を行った。

地域別では、中国公開特許と米国公開特許の件数がその他
の国よりも多いこと、一方、日本の公開特許件数は、2007年以
降、右肩下がりで減少しており、2016年では2007年と比べて半
分以下となっていることが分かった。日本の公開特許件数につ
いて企業別出願動向を分析すると、2016年１位の半導体エネ
ルギー研究所と２位のジャパンディスプレイ等、主要出願人に
おける公開件数の減少が読み取れる。また、日本は、外国出願
人の割合が他国と比べて非常に低いことが特徴であり、他国
（特に米国）と比べて、特許出願での日本への投資効果が低
いと考えられている可能性がある。

米国公開特許について企業別出願動向を分析すると、2016 
年もSAMSUNG DISPLAYが１位であった。ただ、２つの中
国メーカ（BOD TECHNOLOGY GROUP とSHENZHEN 
CHINA STAR）が猛追を見せており、今後、この傾向が続くの
か、中国勢の動向には注視して行く必要がある。米国は、外国
出願人の割合が他国と比べて非常に高く、日本、中国、韓国、
台湾など、日本公開特許の出願人の国籍別調査結果と比べる
と、ある意味バランスの取れた比率となっており、米国は、特許
出願に対する投資効果が高い国と考えられているように見え
る。
⑶　太陽光エネルギー産業

本特許調査では、光起電力効果により太陽光を直接電力に
変換する太陽光発電を対象に、日本、米国、欧州、中国の四極
における公開特許について、過去10年間（2007年～2016年）の
公開件数の推移、出願人の国籍別比較、および企業別出願動
向等の調査を実施した。

四極の公開特許件数の推移を見ると、米国公開特許件数は
2010年に、欧州および中国公開特許件数は2012年に、日本公
開特許件数は2013年にピークを示したが、いずれの国も2016
年は前年よりも大幅に減少している。特に、日本の公開特許件
数は、2013年のピーク時に比べて2016年には1/10以下と、四極
の中で最下位となった。日本の公開特許件数の推移は、太陽
光発電分野の国内生産額の年度推移にも現れている。

企業別の動向を見ると、日本、米国、欧州および中国におけ
る10年間の累計公開特許件数の１位はシャープである。また、
日本における累計公開特許件数の上位20社すべてが日本企業
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（日本出願人）であり、米国でも上位10社中４社、欧州では上
位10社中６社、中国では上位10社中５社と、日本企業の占有率
は高く、これまで、本産業の牽引役として日本が主導権を持っ
ていたことが分かる。

一方、太陽光エネルギー産業に関する公開特許の研究開発
内容を見ると、10年前の変換装置やPVモジュール等の技術か
ら、近年は、応用技術に関する制御回路、給電回路などに変化
していることが窺える。

9.2　特許庁との懇談会（2016年12月９日）
特許庁から特許審査第一部 井上 博之 光デバイス 審査監

理官はじめ７名の方々にご出席いただき、特許庁との懇談会を
実施した。

特許動向調査委員会からは、児玉議長はじめ10名が出席
し、「光産業技術の特許出願動向と特許庁への要望」と題し
て、特許動向調査委員会の活動紹介および調査結果の概要報
告を行なった。

また、特許庁井上審査監理官より「日本の「強み」を生かす
知的財産戦略」、里村技術担当室長より「液晶表示素子につ
いての動向調査結果」と題して講演を頂き、これら講演内容や
特許動向調査委員会からの質問・要望事項への回答など、出
席者間で熱心な意見交換が行なわれた。

9.3　特許フォーラム（2017年３月10日）
本年度の特許動向調査結果の報告と特別講演からなる光産

業技術振興協会特許フォーラムを学士会館（東京都千代田
区）で開催し、賛助会員、一般参加、合わせて80名以上の方々
に出席頂いた。

特許動向調査委員会からは、上述した「光通信ネットワーク
産業」、「ディスプレイ産業」、「太陽光エネルギー産業」の３
産業分野の調査結果に加え、技術的に注目度が上がっている
「デジタルコヒーレント」、「ヘドマウント（HMD）＆ヘッドアッ
プディスプレイ（HUD）」をはじめとする技術トピックテーマ５

件について報告を行った。デジタルコヒーレント技術では、主役
は日本であること、暫くは、基本特許よりもインプリ特許中心の
出願が増加する、といった予測が報告された。HMD＆HUD技
術では、日本、米国、欧州、中国の全てにおいて、2014年から
出願数が急増しており、特許出願の点でもVR（Vir tua l 
Reality）やAR（Augmented Reality）応用製品の開発や産業
を牽引している日本、米国が主役であることを証明する結果と
なった。

特別講演には、一般社団法人日本知的財産協会の久慈直登
専務理事をお招きし、「第４次産業革命とオープンイノベーショ
ン」というテーマで講演いただいた。講演では、今後の産業に
おける経営資源は人・物・金に加え情報がより重要となること、
企業内に知財戦略の専門部署を設置して企業連携や業種間連
携を促進するとともに、競争と協調の線引きにより利益を確保
すべきであること、従来の枠に拘らず新たなビジネスモデルを
創造することの重要性などが、分かり易く紹介された。参加者
からは、「第４次産業革命に向けて、今後、知財関係者としてな
すべきことが分かった」、「知財の使い方にも世代があること
が分かり、次のステップへの参考になった」など、講演内容に
対する感謝の声が多く寄せられた。
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