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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、最新光技

術の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。2018年度は、光材料・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
ユーザインタフェース・IoTの６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で、それぞれの分野のトピック
スを16件の記事として掲載した。

2.　光材料・デバイス
2.1　テラヘルツ・中赤外域

1 THz近傍の周波数における量子カスケードレーザの動作
温度は200 Kの記録を破ることができずにいたが、量子準位か
らの２波の差周波からテラヘルツ波を発生する新たなアプロー
チにより室温発振するという報告があり、今後の発展が注目さ
れている。また1997年に超高速通信用PDとして提案された
UTC-PD（Unitraveling Carrier Photodiode）は、近年ではテ
ラヘルツ波発生手法としても応用されている。この手法は、波
長の異なる２モードの光ビート信号をOE変換することでスペク
トル純度の高い波を簡便に得られるため、今後の特性向上が
期待される。一方、応用技術として、テラヘルツ波特有の物体
への透過性に着目し、ゴム材料の重要な添加剤であるカーボ
ンブラックの濃度や一様性を非破壊で検査する技術が研究さ
れている。偏光分光測定により添加剤の配向状態までも検出
可能であることから、ゴム材料の設計にとって有用なツールとし
て検討されている。

2.2　近赤外域（光通信用の波長域）
近赤外光の波長域においては、新たな応用としてLiDAR

（Light Detection and Ranging）用光源が注目されており、高
出力かつ高ビーム品質、高指向性が求められている。特に、
フォトニック結晶面発光レーザ（Photonic Crystal Surface 
Emitting Laser：PCSEL）は、フォトニック結晶構造の最適化
により、高出力で高ビーム品質を有する光源として期待されて
いる。さらに、これまで光源からの光を外部のポリゴンミラー
やMEMS等で機械的にビーム走査していたが、電気的手法に
よりビーム出射方向を走査可能であることが提案され、ワン
チップでのLiDAR用光源機能が満たされるとして期待されて
いる。

シリコン光集積回路を実現するシリコンフォトニクス技術は
目覚しい発展を遂げてきた一方、間接遷移型半導体であるシリ
コンの物理的な特性のために性能が低いという課題も有して
いる。そこで、特に変調器ではⅢ-Ⅴ族半導体薄膜をシリコン導
波路と組み合わせた構造に期待が寄せられており、シリコン単
体の変調器と比較して約10倍の性能向上が実現されている。
また電子移動度の高いInGaAsをトランジスタのチャネル材料
とすることで高性能な駆動回路が形成可能なことから、光電子
集積回路においてもⅢ-Ⅴ族半導体とSiの異種材料接合は有望
とされ、シリコン単体では実現困難な機能の実現可能技術とし
て今後の発展が望まれている。

デジタルコヒーレント光通信では、光の強度と位相を変調さ
せるためマッハツェンダ型（MZ）変調器が用いられてきたが、
100 Gb/sを超える変調器では、小型・低消費電力化と高速性
能向上のためInP系半導体が注目されている。InPの高い電気
光学効果を用いることにより、DC特性で半波長電圧1.9 Vと消
光比30 dBを実現し、16QAMなどの高次多値変調に対する要
求特性を実現している。また、n-i-p-n層構造と容量装荷型進行
波電極を採用し100 Gbaud以上の動作を確認しており、1 Tb/s
級の光通信への実用化が期待されている。

2.3　可視・紫外域
可視・紫外域では、窒化物青色LEDの発明以来、青色LED

励起の白色照明が広く普及し、赤・緑・青色の半導体レーザも
市販されており、新たなデバイス技術への期待と関心が高まっ
ている。

今後のマイクロLED技術として特に注目されているのが、
GaN系基板上への赤色LEDの実現である。この課題を解決す
るために、従来のバンドギャップ間発光とは異なり、希土類イ
オンの4f殻内遷移に着目し間接励起を効果的に利用する手法
が注目されている。その発光過程を解明することにより1 mW
以上の光出力を達成し、同一サファイア基板上に緑・青色
LEDを集積することに成功した事例もあり、マイクロLED実用
化が期待されている。

光波を制御するホログラフィック技術として液晶を用いたホ
ログラフィック光学素子は、これまでのレンズやミラーを用いた
ディスプレイとは異なる新たな応用としても期待されている。

新たな応用技術として、光無線給電の動向を調査した。無線
給電は、電磁誘電方式が実用化されているが、ごく近接向けで
あり、遠隔への給電として光給電が注目されている。特に光源
や受光素子の効率が改善されていることから、波長やデバイス
の組み合わせ最適化により、IoT機器などへの応用など、新た
な可能性創出が期待されている。

光触媒技術に関して、光エネルギー変換、環境浄化、有機
合成の観点で調査した。環境洗浄に関しては、酸化チタンを用
いて日光と降雨により清浄な表面をたもつセルフクリーニング
効果が認知されるようになってきたが、材料研究を含め反応系
の解明と設計によるさまざまな分野へ実用化が期待されてい
る。

2.4　有機材料
有機材料は、有機ディスプレイにおいて、すでにスマートフォ

ンなどに搭載され広く普及している。特に軽量・フレキシブル
性・低生産コスト性などの観点からも市場拡大が見込まれてお
り、更なる注目を集めている。近赤外発光有機材料の動向とし
ては、平面４配位のピラジニル−ピラゾレートPt錯体を用いて、
740 nmの発光ピークで発光量子収率81％を示す材料が開発
されており、可視光域に匹敵する外部量子効率24％のOLED
が報告されている。近赤外の応用技術として、近赤外光センサ
と発光素子による生体センシング技術がある。700～2,500 nm
帯の波長はヘモグロビンと水の吸収率が低く、特に700～1,300 
nm帯は生体の窓として体内情報の観測に適しており、光トポグ
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ラフィとして脳の活動観測に利用されている。その中で、フレキ
シブル性の受光素子として有機光センサが注目されており、
リーク電流を低減する材料、構造、作製プロセスの改善が期待
されている。

次世代有機表示デバイスとしても注目されているペロブスカ
イト量子ドットLED技術に関しても最新動向を調査した。ペロ
ブスカイト量子ドットLEDは、その化学組成や表面配位子の精
密制御、洗浄溶媒の選定によって、飛躍的に性能が向上し、外
部量子効率21％を達成しており、高い将来性が予感されてい
る。

有機EOポリマーは、代表的な二次非線形光学材料であるニ
オブ酸リチウムなどと比較して大きな電気光学係数を有してい
ることから、高効率なテラヘルツ波発生・検出材料として注目
されている。実際にシクロオレフィンポリマーを用いて適切プロ
セスを実施したデバイスから、3 THz付近の領域でテラヘルツ
波を検出し、スペクトルギャップフリーテラヘルツ波発生が可
能であることが確認されたことから、今後の性能向上が期待さ
れている。

3.　光情報通信
我が国の高度に発達した情報化社会は、光通信ネットワーク

の技術革新によって支えられてきた。1980 年代以降の日本
は、世界に先駆けて光ファイバ通信技術の研究開発実用化を
進め、1980 年代の長距離基幹網の光化、1990 年代のメトロ
網への10 Gb/s光リングシステム導入、2000 年代のアクセス網
の光化を経て、今日の光通信ネットワーク構成へと発展を遂げ
た。コア網には光増幅中継を繰り返して全国の拠点を結ぶ高
密度波長分割多重（DWDM）システム、メトロ網には光分岐挿
入と増幅を行うノードで構成されるリング網のROADM
（Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer）システム、
アクセス網には光分岐（下り）と光時分割多重（上り）を行う
PON（Passive Optical Network）システムがそれぞれ導入さ
れている。

光情報通信分科会では、2018年度の技術動向を以下のように
６つの分野ごとにまとめた。

3.1　基幹光伝送システム
単一コアシングルモードファイバ（SMF）伝送において、周波

数利用効率向上や１チャネルあたり400 Gb/s超の伝送速度を
指向して、情報理論に基づいた符号化変調や信号点シェーピン
グ等のアプローチによりシャノン限界の追求が行われた。ベー
スとなる信号フォーマットの多値化が顕著であり、4096QAM 
をベースとするような信号点シェーピングの検討も行われてお
り、ボーレートは3 Gbaudと低いものの、WDM伝送で17.3 b/s/
Hzという高周波数利用効率が報告されている。また、ハイボー
レート化も進展しており、100 Gb/sのデジタルコヒーレント伝送
システムでは32 Gbaudが標準的であったが、デジタルアナログ
コンバーターとアナログマルチプレクサ回路を組み合わせた
100 Gbaudを超えるような報告も行われており、600 Gb/sや1 
Tb/sといった高速チャネル伝送の実現に向けて、今後の動向
が注目される。また、空間分割多重技術においては、伝送容量

記録の更新等はなかったが、クラッド励起による光度増幅器を
用いた伝送実験が複数報告され、伝送システムの省電力化に
ついて実証が進んでいる。

3.2　フォトニックノード
スマートフォンやIoT機器等からの変動するトラヒックを高速

大容量かつ低遅延で収容可能な光ネットワークが必須であり、
それらを構成するフォトニックノードにおいては、高い柔軟性が
求められる。しかしながら、ハードウェアへの設備投資は積極
的に行われているとはいいがたく、エラスティック光ネットワー
クの考え方やSDNによる制御技術を活用し、ハードウェア構成
を大きく変えることなく、伝送容量や経路などを高効率かつ柔
軟に変更可能なノードアーキテクチャの検討が重要である。
ノードアーキテクチャのオープン化の潮流に伴って、ネットワー
クオペレータが異なるベンダの伝送装置を用いて、光ネットワー
クを信頼性高く構築・運用するために、伝送路の信号モニタリ
ングの検討が進んでいる。また、光ノードにおけるキーデバイス
であるWSSについては、小型化・集積化に加えて、多ポート化・
広帯域化が行われており、波長変換などのノード制御技術とあ
わせて、光ノード技術の更なる進展が期待される。標準化で
は、2017年度メジャー改版のあったG.709/Y.1331（OTN イン
タフェース）勧告第5.0版の改訂や訂正の議論が進み、400G 
イーサネットの標準化完了を受けて、ODUへのマッピングなど
が規定された5.4版が発行される予定である。また、新たに次
世代移動通信（IMT2020/5G）向けのTechnical Report 
“GSTR-TN5G-Transport network support of IMT-2020/5G”
が発行されるなど5Gトランスポート向けの動向が注目される。

3.3　光ネットワーキング
SDN（Software Defined Networking）／NFV（Network 

Function Virtualization）、データセンタネットワークに対する
関心が引き続き高い。SDN技術においては、空間多重を用いた
ネットワークへの適用が検討され、マルチコア・マルチモード
ファイバによる伝送システムの制御実証実験が行われ、信号劣
化を検知し動的に変調フォーマットを変更することで光パスを
存続させるといった報告があった。また、光ネットワークにおい
て、データ分析技術を活用した光ネットワークの状態監視や制
御管理の効率化等に関する研究開発が報告されている。物理
層の信号光特性の推定や、複雑なシステムパラメータの最適
化、ネットワーク障害の検出まで、機械学習等の分析ツールを
用いての実証実験が多数報告されており、効率的なネットワー
ク監視制御に向けて進展が期待される。

3.4　光アクセスネットワーク
加入者向け光アクセスネットワークの大容量化や高効率化に

加えて、移動体通信の基地局を効率的に収容するためのモバイ
ルフロントホール（MFH）／モバイルバックホール（MBH）の
検討が引き続き進められている。IEEEでは、100G-EPON標
準化の議論が、ITU-T/FSANにおいてもNG-PONxとして大
容量化規格の議論が進められているが、IEEEでは、将来の需
要予測等を考慮して、標準化スコープを25G-EPONの２レーン
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構成となる50G-EPONまでとする決定がなされた。一方、
ITU-Tでは、G.hspを発足し、１波長あたり50 Gb/sの次世代
PONの検討を開始した。また、ロスバジェットの拡大や高度化
を指向して、デジタルコヒーレント技術をアクセスネットワークに
適用しようとする動きも活発化しているが、信号処理の計算量
や消費電力の観点からアクセス網にマッチしないという意見も
でており、バースト信号への対応などとあわせてPON特有の課
題の解決に注目が集まっている。

3.5　光LAN／インターコネクト
データコム分野では、400 Gb/s Ethernet規格（IEEE 802.3 

bs）の標準化の完了を受け、5Gネットワークを支えるモバイル
バックホール構築や、データセンタ間インターコネクトの要求か
ら、伝送距離40 kmや80 kmといった長距離向け仕様の議論
が進められている。特に、80 kmの伝送距離では、デジタルコ
ヒーレント技術の適用が議論され、400GBASE-ZR において
は、DP-16QAMの採用が決定している。高速化・多機能化の要
求は年々高まっており、光LAN／インターコネクトにおける高
速・広帯域化・小型・省電力化に向けた新技術開発に注目が集
まる。

3.6　光ファイバ
2016年に標準化が完了したITU-T G.654.E準拠の陸上幹線

伝送用のSMFの開発が活発に行われた。低損失化とともに、
分布ラマン増幅の適用性検証などが進んでおり、現在の陸上
系システムとの互換性検証が今後は進むものと思われる。空間
多重伝送用光ファイバにおいては、ヒューモードファイバの低
DMD 化やマルチコアファイバの低クロストーク化などの性能
向上が着実に行われているとともに、マルチコアファイバ用の
融着・コネクタ等の周辺技術の進展も見られた。

4.　情報処理フォトニクス
情報処理フォトニクス分野に関しては、ビッグデータと呼ばれ

る大規模かつ多種多様なデータを高速に処理するための、デー
タセンタやクラウドサービス用情報処理・伝送技術や、生体・人
工構造物、デバイス、工業製品などあらゆるものを対象とした
新しい情報取得技術・計測・処理技術についての技術動向を
調査している。2016年度以前はシーズ志向での調査が主体で
あったが、2017年度からシーズとニーズの両面から技術動向を
調査するように変更している。2018年度は、ニーズ志向として、
データセンタのための光技術、IoT、AI、映像・撮像の４つの項
目を調査した。シーズ志向としては、光メモリ、光インターコネ
クション、光演算の３分野を調査した。

4.1　データセンタのための光技術
IoT時代には、あらゆるモノの形状、状態や動作がセンサに

より自動的にデジタルデータ化される。その結果、デジタルデー
タ量は飛躍的に増大しつづけ、2020年には44兆ギガバイト、
2025年には2016年の10倍に相当する163兆ギガバイトまで膨れ
上がると予想されている。それに伴いコールドデータと呼ばれ
るアクセス頻度が少ない長期保存データの保存技術が重要と

なる。このコールドデータを保存する技術としてアーカイブメモ
リ用の光ディスクライブラリが製品化されている。大量の光ディ
スクを装備し、複数光ヘッドによりデータ転送速度を向上させ
ている。特にパナソニックは1.9ペタバイトの大容量記録装置を
実現している。また、2018年12月から新4K8K衛星放送が開始
しており、8Kコンテンツの録画を可能とする光ディスクの規格
改定が行われている。一方データ保存とは別に、情報通信・処
理技術の進展も重要である。IoTの浸透による爆発的なデータ
量増加とデータセンタのIPトラフィック増大の要求に対応する
ためサーバ間及びLSIチップ間で用いられる短距離光インター
コネクションの高速化及び低消費電力化へ向けた技術開発が
進んでいる。データセンタ内のサーバ間／スイッチ間インターコ
ネクションに用いられるイーサネット・トランシーバの高速化は
継続的に進行している。2018年には100 GbEデバイスの出荷
数は500万台を超えたと見込まれており、2020年以降には400 
GbEの出荷が急増していくと予想されている。

4.2　IoT（Internet of Things）
IoTでは、インフラ診断技術とヘルスケア技術について調査

した。アメリカでIT化・デジタル化が最も遅れている市場は建
設業と農業であるという報告がある。建設業では、3Dプリン
ティング方式に基づくコンクリート構造物の建設が欧米・中国・
中東を中心に進んでいる。また、高精細測量においても、ド
ローンなどの無人航空機（UAV）や３Dスキャナ・LiDAR技術
を採用する試みが始まっている。この流れは国土交通省がICT
により建設業の生産性向上を目指した「i-Construction」計画
にマッチする。しかしながら建築物ではメンテナンスによる延
命コストの方が安価に済むと試算されることがあり、「インフラ
診断」は老朽化を支える技術として重要な役割を果たす。非接
触で遠方から構造物の欠陥、亀裂などの計測を可能にする光
技術に対する期待は大きく、応力発光材料や微小振動・変位
計測による異常検出技術は今後の進展が期待される。ヘルス
ケアでは小型計測装置の開発が進展している。近赤外光で脳
の血流量変化を測定するデバイスの重さは30 g程度と軽量化
が進んでいる。また、PM2.5の計測を行なう手のひらサイズの
センサが開発されている。さらに表面増強ラマンイメージング
を用いて、ガンの所在を非標識・無染色で可視化することの報
告がされている。

4.3　AI（人工知能）
AI分野では光技術のAI分野への応用を調査した。光コン

ピューティングは並列性や高速性を生かした情報処理技術とし
て1980年代に盛んに研究されたが、LSIを核とした電子コン
ピューティングの急激な成長に対抗することができなかった。
しかしながら短距離光インターコネククション技術の進展に伴
い再び光で信号を処理する技術が注目されている。MITのグ
ループでは音声認識を平面導波路デバイス上で実現するなど、
光導波路や光変調器等の大規模集積フォトニクスを用いた情
報処理アプローチの展開が期待される。さらに意思決定機能
を光技術で行なう試みも行われている。NICTらのグループは
複数プレイヤーの意思決定の競合にエンタングルメント光を用
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いることで全体最適化や平等性が実現されることを理論及び
実験で示している。

4.4　映像・撮像
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

テーショナルセンシング・イメージングの研究が活発に行なわれ
ている。３次元情報取得にはライトフィールドまたは干渉計測
が用いられる。特にライトフィールドは光線のもつ位置情報と
進行方向を記録することで、光線伝播計算により計算機内で
元の物体を再現することができ、干渉計測を用いる必要がない
ため応用範囲が広くなる。応用の一つとして顕微鏡に適用し、
高速マイクロレンズアレイを用いて被写界深度を広げたライト
フィールド３次元顕微鏡が提案されている。また、格子光シー
ト顕微鏡に波面補正をリアルタイムで行なう適応光学を導入
し、生体媒質内で発生する光波に対する歪みを低減するシステ
ムが開発されている。最近ではディープラーニング（深層学習）
を取り入れて、再構成像を得ることなく所望の処理を行なわせ
るように学習させるなど処理の拡張性が広がっている。IoT向
けにもセンサデバイスの機能拡張、小型化、省電力化などの技
術進展が望まれる。CMOSビジョンチップなどに代表される情
報処理機能を含有した機能的センシングデバイスにおいて、
フォトディテクタ（PD）と処理要素・メモリ（PE）を垂直方向に
積層した３次元構造をもつ高速ビジョンチップが報告されてい
る。空間光変調器（SLM）はディスプレイ、干渉計測、適応光
学等様々な応用に用いられている。液晶型SLMでは8K画像表
示に対応したものや強誘電性液晶を用いた毎秒5,000枚の高
速SLMが開発されている。また、液晶層の画素間に誘電体の
壁を設けることで横電界の影響を除去し、1 µmピッチの画素
をもつ液晶回折光学素子が開発されている。狭画素ピッチ及
び高速動作に向けてスピン注入型のSLMが開発されている。
磁気光学効果を用いるため応答速度は電気信号による限界速
度まで到達可能であり、画素ピッチ2 µmで100×100画素の
SLMが開発されている。

4.5　光メモリ
次世代光メモリとして期待されているホログラフィックメモリ

の記憶容量の増大化に向けて多値データの活用が進んでい
る。多値化には振幅変調方式と位相変調方式の２つが検討さ
れている。振幅変調方式ではブロックコーディングにおいて輝
度値を４段階に変え、さらにシンボルデータ間の干渉を低減さ
せるためにシンボルデータ間に黒領域を挿入したページデータ
の構造が提案されている。位相多値記録では、位相変調型
SLMと可変位相遅延器（Variable Retarder）を用いて０、π
/2、π、3π/2の４値の位相データ記録を行なった報告があっ
た。ホモダイン検出による信号強調及び位相ノイズの低減を行
なっている。また、ディープラーニングを用いたページデータの
信号回復性能の向上に加えて、サーボ技術への導入も提案され
ている。

4.6　光インターコネクション
光インターコネクション分野では、ボード間／ボード内イン

ターコネクションに光ファイバ及び光導波路を実装する技術が
引き続き進展している。ボード内光インターコネクションにおい
ては、ポリマー光導波路を用いた高密度光回路基板について
報告があった。I/Oコアと呼ばれる超小型光トランシーバをLSI 
の周辺に配置し、ポリマー光導波路によりI/Oコアからボード
エッジまで光配線を引き、さらにボードエッジから光ファイバ接
続が可能となるよう、125 µmピッチで配列した12 chのファイバ
リボンを適用したボードエッジコネクタが開発されている。これ
により、2 Tb/sを超えるO/EハイブリッドLSIパッケージ基板
を開発している。また3Dプリンターを利用してシングルモード
3D導波路を形成し、機能的なビルディングブロックの光配線を
構成する新しい概念のフォトニック集積回路が提案されてい
る。ボード間光インターコネクションでは、ボードエッジ光モ
ジュールの代表であるアクティブオプティカルケーブル（AOC）
の開発が着実に進んでいる。データセンタではサーバ間をス
イッチ経由で接続しているが、上位のスイッチに行くほど多くの
サーバがぶら下がるため大容量伝送路が必要になり伝送距離
も長くなる。短距離であっても光インターコネクションの適用が
徐々に進んでいる。特にその中でも100 Gb/sベースの光モ
ジュール適用が急激に伸びており、標準化・開発についてはそ
の先の200 Gb/s、400 Gb/s以上の光モジュールが多く報告さ
れている。そしてその要素技術となる1ch あたり50 Gb/s、100 
Gb/sの光電／電光変換器の報告も非常に多い。

4.7　光演算
光演算分野では、コンピュテーショナルイメージング、光コン

ピュータ、ナノフォトニクスについて調査した。コンピュテーショ
ナルイメージングでは、対象データのスパース性に基づき観測
回数を減少させた場合でもイメージングを可能にするコンプ
レッシブ（圧縮）センシングやニューラルネットワークの適用が
盛んである。また、最近ではメタサーフェスと呼ばれるナノ構造
による特異な光学性質を利用した超薄型の機能性光学素子の
研究が盛んである。このメタサーフェス素子とコンピュテーショ
ナルイメージングを組み合わせた小型カラーイメージングシステ
ムが提案されている。光コンピューティング用の光メモリの研究
も行われている。メタマテリアル構造を用いたフォトニック結晶
ファイバーメモリが提案されている。波長1,300 nmを入力信号
として用い、1,575 nmの光を励起信号とすることで1,300 nmの
光の記録と取り出しが可能であることを示している。ナノフォト
ニクスでは表面プラズモンを利用した熱制御や超高感度光検
出技術への応用が注目される。

5.　光加工・計測
2018 年度の光加工・計測分野では、加工用光源技術として

「ピコ秒UVレーザ」を、加工技術として「光の角運動量を利用
した加工」、「歯科分野における光積層技術使用の現状」を、
計測技術として「LD波長変換のガスセンシングへの応用」、
「量子カスケードレーザの進展とその応用」、「光変調電界セ
ンサ」を、バイオ技術として「超短パルスレーザを用いた細胞操
作」取り上げた。
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5.1　加工用光源技術
マイクロエレクトロニクスにおいて、微細化に従い非熱的微

細加工が要求されるようになった。数ピコ～数十ピコ秒程度の
短パルスUVレーザを用いたレーザ加工が注目を集めている。
短パルス化技術としては、モード同期、LDの利得スイッチング、
後方誘導ラマン散乱を用いる方法がある。UVレーザを得るた
めに近赤外のNd:YAG/Nd:YVO4レーザの４倍波（266 nm）、
５倍波（213 nm）が発生可能なCLBOが大阪大学等で開発さ
れており、既に複数のメーカからパルス幅４～15 ps、波長213
～355 nm、平均出力10 Wオーダーのピコ秒UVレーザが商品
化されている。ピコ秒UVレーザは加工品質と生産性の要求に
より、産業応用、特にマイクロエレクトロニクスや微細レーザ加
工分野に大きなインパクトを与えると期待できる。

5.2　加工技術
螺旋波面を有する光は光渦と呼ばれる。螺旋波面に由来す

る軌道角運動量を活用したレーザ加工技術はわが国で提案さ
れ、現在では欧米でも研究が活性化している。光渦は周回方
向に沿って厚みが変化する螺旋位相板を使う等の方法で発生
させることができ、環状強度分布を持つ。光の軌道角運動量を
利用した物質加工の例として、近赤外レーザでタンタル基板表
面に作製した螺旋ニードル（先端直径<70 nm、高さ~10 
µm）、近赤外ピコ秒レーザで単結晶シリコン表面に作製したマ
イクロニードル（高さ~10 µm）が報告されている。かつてフェム
ト秒レーザが非熱微細加工や３次元加工、LIPSSによる表面
改質加工などを可能にしたように、光波の角運動量は、レーザ
加工を大きく進化させる可能性がある。

歯科における光積層技術は、2000年代に歯牙を失ったとこ
ろへのインプラント埋入手術のための頭蓋模型の作製、また手
術用ドリルガイドのテスト作製のために導入された。これらは
いずれも材料に樹脂を使用していたが、更なる造形精度の向上
と生産性向上のために検討を重ねた結果、活用範囲は矯正装
置製作用歯列模型製作へと展開している。一方、金属光積層
技術も、現在はCo-Cr-Mo合金を材料に使用した差し歯用の金
属フレームの製作に多く使用されている。昨今ではさらに進展
して同材料を使用した入れ歯用の金属フレームや矯正用保定
装置へも使用されるようになっている。使用材料も純チタン、チ
タン合金なども使用されるようになってきている。

5.3　計測技術
波長２～15 µm帯の中赤外線領域は分子の振動や回転に起

因する吸収線が多数存在するため、分子の指紋領域と呼ばれ
る。この領域で波長が変えられる中赤外波長可変レーザは、
環境負荷ガスやヒト呼気、植物放出ガスなどの微量ガス分析に
用いられる。光源には、非線形周波数変換法を利用するものと
Cr2+やFe2+等の遷移金属イオンが添加されたカルコゲン化物を
用いるものがある。前者にはNd系、Yb系の固体レーザやファイ
バレーザ、OP-GaAs（Orientation-Patterned GaAs）といった
新たな疑似位相整合デバイスなどがある。後者には材料として
Cr:ZnSeがある。ガスセンシングへの応用には、OP-GaAsを光
パラメトリック発振器に利用して10.3～10.9 µmの波長可変域

を持つ光源が実現されており、アンモニア（NH3）の10.35 µm
帯の吸収スペクトルの分光計測で50 ppm程度の検出下限を得
た例がある。一方、Cr:ZnSeレーザに光音響分光法を組み合わ
せておよそ2～3 µmに及ぶ波長可変領域を活用して、二酸化炭
素、一酸化炭素、メタンなどのセンシングも報告されている。ガ
ス種によって数ppm程度の検出下限が実現されている。

上記の分子の指紋領域と呼ばれる波長帯で、室温動作が可
能な汎用半導体光源として、量子カスケードレーザ（Quantum 
Cascade Laser: QCL）が近年注目を集めている。QCLは結合
二重上位準位構造と呼ばれる活性層構造を用いることで、例
えば8.5～10.3 µmの広帯域で波長掃引が可能である。光源モ
ジュールを小型化するため、可動部の小型化にも工夫が重ねら
れている。MEMSによりミラーを可動させる小型デバイスを用
いるなどして、寸法が82×112×88 mmという小型の波長掃引
QCL が開発されている。

光変調電界センサは、通信電波環境の解析や不要電磁波の
対策のために機器近傍の電磁界分布を、既存のセンサより高
精度、かつ高い空間分解能で計測する技術として注目されてい
る。原理は、電磁波中に半導体からなる散乱体を設置し、散乱
体にバンドギャップよりエネルギーの大きな光を変調させて照
射し、導電率を変化させる。同期検波で散乱波強度のみを抽
出し、散乱体位置の電界強度を計測する。散乱体にアンドープ
ゲルマニウム基板、光源に波長638 nmのダイオードレーザを
使用し、3 GHzで50 dBµV/m程度の測定感度を得た例があ
る。散乱体への照射光を集光することで高い空間分解能が得
られる。

5.4　バイオ技術
超短パルスレーザは、金属加工のみならず細胞操作にも応用

される。大きな流れとしては、主として単一細胞を対象とした細
胞手術は2010年頃までにメカニズムに関する研究、条件最適
化、細胞機能調査と遺伝子導入を対象とした研究が進み、
2010年代に入るとひとつの技術として確立し、応用の広がりを
みせている。一方で、遺伝子治療やiPS細胞の作製など、目的
によっては多数の細胞を高速に処理することが求められる。
2009年頃より微粒子を用いることでこれを解決する研究が報
告されはじめた。技術開発の進展と一部装置の市販化により、
今後は応用に向けた利用が広い分野においてなされると予想
される。

6.　光エネルギー
光エネルギーに関しては、太陽電池とエネルギー蓄積につい

て技術開発や標準化の動向調査を行っている。
2017年度の全世界の太陽光発電システム導入量は、99.1 GW

（成長率30%）に達した。2016年度の導入量76.6 GW（成長
率49%）に続き、高い成長が続いている。以下に，2017年度の
傾向を簡単にまとめる。
•  導入量の上位４位は、中国（52.8 GW）、米国（10.6 GW）、イ

ンド（9.6 GW）、日本（7.2 GW）の順であった。中国では、世
界の53.3%が導入された。2016年度に第３位だった日本はイ
ンドに抜かれ４位となった。
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•  導入量の2016年度比の成長率は、中国53%増、米国約30%
減、インド27%増、日本約９%減である。

•  導入量が減少傾向だった欧州では、トルコで2.6 GWが導入
され、導入量が2016年度比30%増となった。
このように、中国、米国、インド、欧州において導入量が伸び

た。日本は、横ばい状態ではあるものの、2017年末の積算導入
量は、中国、米国に続く世界第３位を維持した。

太陽電池の研究開発では、異なるバンドギャップを有する太
陽電池を積層するタンデム太陽電池、なかでも、トップセルをペ
ロブスカイト太陽電池、ボトムセルをSi系太陽電池またはCu
（In,Ga）Se2薄膜太陽電池とするタンデム太陽電池の開発が
活発化している。

2018年７月に閣議決定された「第５次エネルギー基本計画」
において再生可能エネルギーの主力電源化が打ち出された。
太陽電池に代表される再生可能エネルギーへのエネルギー転
換が世界的な潮流となるなか、我が国も低炭素社会への移行
を強力に進めるべき時期である。

6.1　結晶系シリコン太陽電池
2018年の結晶シリコン太陽電池にとって大きなトピックスは、

p型基板による変換効率26.1%の達成である。これまで、高効
率セルのほとんどが、n型Si基板により試作されてきた。n型よ
りも結晶育成コストが原理的に安いp型により高効率が達成で
きるメリットは大きい。

6.2　化合物薄膜太陽電池
2018年度、CIS系薄膜太陽電池技術における最大の成果

は、NEDO委託研究の一環としてソーラーフロンティア社が、
CdSバッファ層を使用しないデバイス構造の小面積単セル
（1.043cm2）で世界最高効率（23.35％）を達成したことであ
る。

CdTe太陽電池技術は、Asドーピングにより正孔濃度を上げ
て高効率化を目指す取り組みが行われている。

6.3　ペロブスカイト太陽電池
ペロブスカイト太陽電池は、材料塗布で作製できる、フレキ

シブル太陽電池として展開可能である、得られる電圧が高いと
いった特長を持ち、光電変換効率も20%を超えてきたことか
ら、次世代の太陽電池として期待を集めている。2018年度も光
電変換効率が更新され23.7%にまで向上した。

ペロブスカイト半導体に加えて、添加剤や電荷回収層の材
料開発や、それらとの界面での発電および劣化機構解明も進
み、デバイスの安定性の向上に関する研究も多数報告されてい
る。発光性材料としての展開も活発化し、20%を超えるペロブ
スカイトLEDも報告された。

実用化に向けた研究・開発動向としては、従来の太陽電池と
組み合わせたタンデム型太陽電池の開発が顕著に進んでい
る。また、材料に含まれる鉛の環境負荷に関する懸念から、鉛
フリー材料を用いたペロブスカイト太陽電池の開発研究も活発
である。

6.4　色素増感太陽電池
2018年度、エネルギー変換効率の最高値の更新は無かっ

た。材料開発では、有機系およびポルフィリン系色素、コバルト
（II/III）或いは銅（I/II）錯体の酸化還元対、セルの固体化
について着実な進展があった。特に固体型セルでは変換効率
が11.7%まで向上し、湿式セルと同等レベルに近づいた。また、
屋内IoT向けセンサ用電源等として色素増感太陽電池を実用化
する動きがあった。

6.5　有機薄膜太陽電池
2018年度は、シングルセル・タンデムセルともに、初めてエネ

ルギー変換効率15%の壁を突破する報告があった。材料開発
では、ここ数年で非フラーレン系n型半導体の開発が進み、n
型材料で長波長側の光を有効利用できるようになったことは重
要である。屋外の屋根・壁面、屋内のIoT向けセンサ用電源等
としてフィルム型有機薄膜太陽電池を活用する動きがあった。

6.6　Ⅲ-V系集光型太陽電池
集光型太陽電池に用いられる多接合型太陽電池の技術は

日々向上している。高効率であるが高価であるIII-V多接合型
太陽電池の発電コスト削減のため、更なる高効率化に向けた
六接合型太陽電池の開発、基板材料に安価なSi太陽電池を用
いる取り組みが報告されている。さらに、高日射地域での集光
型太陽光発電システムの実証試験やIII-V多接合型太陽電池
の車載応用など、今後、集光型太陽電池だけではなくIII-V多
接合型太陽電池の新たな展開が期待される。

6.7　超高効率・第三世代太陽電池
量子ドットを高密度に周期配列させた超格子構造では、個々

の量子ドット中の離散化されたエネルギー準位が１つの束（バ
ンド）となってミニバンドが形成される。この「中間バンド
（IB）」を介した２段階光吸収を利用して、太陽電池（セル）の
高効率化を図る研究開発が進んでいる。量子ドット中間バンド
セルの高効率化に向けては、⑴量子ドットの高密度化と微小
化、中間バンド内のキャリアの⑵長寿命化、及び⑶占有率制御
により太陽光の吸収を増大させることが重要なステップであ
る。一方、低コスト化・軽量化に向けて光マネジメント構造を活
かした薄膜セルの開発も活発になりつつある。

6.8　性能評価技術・標準化
新しい太陽電池やアプリケーションの研究開発に対応し、そ

の性能評価技術の開発と標準化も進んでいる。
IEC/TC 82/WG 2では、太陽電池のセル・モジュール（集

光型を除く）の性能、設計、信頼性、安全性等に関する標準を
進めている。2018年度は、２回の会合（４月Wilmington会合、
10月Busan会合）が開催された。これまでに44の規格を出版
し、現在、21の規格の改訂と17の新規格の審議を行ってい
る。

PVの主な国際学会（WCPEC-7やEUPVSEC）でも、性能、
信頼性、システム等の評価・標準化に関する発表数が増加して
きており、４割程度に達している。EUPVSEC2018（９月ブ
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リュッセル）では、アプリケーション側の話題が増加するなか、
性能評価関係で両面受光太陽電池の性能実証や砂漠地域に
設 置したモジュールのso i l i ng（砂等による汚れ）、EL
（Electroluminescence）やPL（Photoluminescence）を用い
た新しい評価法等、設置状態での発電性能に直結する話題が
多く見られた。

規格化すべき項目、規格化における課題の抽出が行われ
た。同事業では、2018年にBIPV固有の省エネ性能定量化また
は、 性能評価、長期信頼性評価、安全性評価に関わる新規
格提案 を行うことを目標としている。

6.9　BIPV の標準化
建材一体型太陽光発電（BIPV）の一層の普及には、BIPV 

導入効果（創エネ、省エネなど）の定量的評価方法の確立、建
築物と一体化することによる課題の明確化や設計基準などの
確立が必要となっている。2017年度、EN 50583 をベースとし
たBIPVの国際規格をIECとISOが連携したIEC/TC 82/PT 
63092において策定するプロジェクトが日本と韓国の共同リー
ダの下、スタートした。

BIPV国際標準化（経済産業省、省エネルギー等国際標準開
発、建材一体型太陽光発電モジュール・システムに関する国際
標準化、PVTEC受託）において、BIPVに関する環境性能、発
電性能の評価方法、型式設計認定に関する規格化の検討が行
われている。

6.10　モジュール信頼性
太陽電池モジュールの普及拡大にともない、初期の変換効

率のみならず、生涯発電量にも大きな関心が寄せられるように
なってきている。最近、モジュール劣化の要因として、遮光によ
る発電性能低下、集電能力低下による発電性能低下、光起電
力低下による発電性能低下についての理解が進んだ。

6.11　政策動向
FIT 導入により再生可能エネルギー（特に太陽光発電）が

急速に普及したが、近年の異常気象により太陽光発電設備に
おいても多くの事故が発生している。異常気象のすべてが地球
温暖化の影響とは断言できないが、少なからず地球温暖化が
影響していると思われる。このまま地球温暖化の対策を講じな
ければ、太陽光発電設備の事故だけではなく、より深刻な影
響が生じると予測される。

世界全体で地球温暖化対策を講じるためには、国際的協調
のための枠組みの構築が必要とのことから、UNFCCCが1992
年に採択された。近年ではCOP21において、産業革命前から
の平均気温の上昇を２℃より十分下方に保持し、1.5℃に抑える
努力を追求することを目的とした「パリ協定」が採択され、
COP24において、パリ協定実施に向けた具体的な方策が概ね
合意された。

再生可能エネルギーの積極的な導入により地球環境保護に
取り組む日本の方向性が、第五次環境基本計画と第５次エネ
ルギー基本計画において示された。

6.12　化学蓄積
太陽光エネルギーを化学エネルギーとして蓄積する技術の

開発も進みつつある。化学物質として現在着目されているもの
は、水素と二酸化炭素である。反応機構の解明や反応の効率
化の研究が進められている。

6.13　熱蓄積
顕熱蓄積では、サーモクライン方式と呼ばれる１タンク方式

で比較的建造コストが安価となる方式において、実証プラント
が稼働し始めた。潜熱方式では、コンテナ腐食の可能性を低く
するMiscibility Gap Alloys方式が提案された。

太陽熱発電は、蓄熱を利用して夜間や曇りの時間帯でも電
力需要曲線に合わせた電力供給が可能である（ディスパッチャ
ビリティ）。発電コストをさらに下げるため、低コストかつエネ
ルギー密度が高い蓄熱技術の開発が活発に行われている。

7.　光ユーザインタフェース・IoT
本年度は、光センシング、ディスプレイ、タッチパネル、IoTプ

ラットフォームの基盤技術と、それらを活用する応用分野・注目
分野の両面から技術動向を調査した。

7.1　基盤技術・デバイス
•  光センシング技術：イメージセンサに画素レベルで偏光素子

を集積する技術が実現され、ガラス面での偽画像写り込み
抑制など、各種検査への幅広い応用が期待される。距離情
報センシングでは、APDの光電変換領域と信号蓄積領域を
縦方向に積層することで、220 m程度前方の10 cm程度の小
物体を識別できることが報告された。自動運転に向けた心
拍センシングでは、変動する光照明環境でも計測可能な近
赤外ロックインピクセル時間分解撮像方式CMOSイメージセ
ンサ技術が報告された。

•  ディスプレイデバイス：高輝度化、高精細化、高信頼性等で
優位と考えられるマイクロLEDを用いた、直視型ディスプレイ
が作製された。対角８インチ、画素数1280×480、フルカラー
で、LEDサイズは、30 µm以下である。ただ、歩留まり、LED
小型化に伴う効率劣化、経時劣化、LED特性ばらつき等、
改善すべき課題も多い。

•  タッチパネルデバイス：タッチしたことのフィードバックとして
触覚を刺激するハプティックス技術が開発されており、タッチ
パネルも物理的なキーと変わらない感覚で利用できるように
なりつつある。これは、パネルに触覚機能を組み込むもの
で、現在実用化されているものは振動を用いているが、指・
パネルの静電吸着力を制御して摩擦係数を変化させる方式
も開発されている。また、指の汚れの影響を受けない、非接
触入力技術の開発も進んでいる。

•  IoTプラットフォーム：IoTプラットフォームは、多くのエッジと
クラウドの相互接続のための仕様標準化や、効率的で高信
頼なネットワーク、セキュリティとプライバシーの保護、エッジ
とクラウド間のコミュニケーションに対応する基盤である。リ
ファレンスアーキテクチャ（RA）は、その標準仕様で、
OpenFogコンソーシアムが提示するRAは、エッジの概念をク
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ラウド連携まで含めて拡張したものであり、「ノード」「システ
ム」「ソフトウェア」の３つのビューから構成されている。

7.2　応用分野・注目分野
•  コンピュータビジョン（CV）：画像生成において、敵対的生成
ネットワーク（Generative Adversarial Networks: GAN）と
呼ばれる技術は、教師なし学習により画像を生成することが
できるが、モード崩壊（同じような画像を出力）、学習安定化
のためのモデル構築やパラメータ設定が難、等の問題があ
る。これらの解決策として、多くの派生技術が提案されてい
るが、この内、BigGANは、現在、最も高精細な画像を生成す
る技術で、グラフィックボードを512枚使用、３億枚のデータ
セットJFT-300Mによりバッチサイズ2,048、最大出力画像サ
イズ512×512 pixelと巨大なモデルを学習している。モード崩
壊防止には、切断正規分布を用いて画像生成の多様性と画
質を確保している。

•  ウェアラブル・ユビキタスコンピューティング：HMD（Head-
mounted display）の発展形の一つとして、現実空間と融合
した映像を提示するシースルー型HMDがある。Microsoft 
社のHoloLens は、つまみ動作で映像とのインタラクションが
図れたが、次期型は、より多くの指の認識が可能と言われて
いる。アイウェア上での入力に関しては、音声入力のみならず、
視線やマルチタッチ、頭や舌の動き、様 な々ジェスチャ入力を
用いる研究例も発表されている。インタラクション方法が多
様化すれば、シースルー型HMDが爆発的に普及する可能性
がある。

•  VR、AR、MR 分野：BtoBの産業用途を考えた場合、実際の
環境を用いずに事前評価できることがVRの最大の利点であ
る。建物や製品の完成時の外観・内装をシミュレーションす
る建築・製造業向けの応用や、各種機器の利用方法やサー
ビス提供プロセスの事前トレーニングといった教育分野をは
じめ様々な分野で活用が進んでおり産業応用の期待が高い
分野と言える。現在のところBtoCのエンターテイメント分野
での活用が最も進んでいる状況の中、店舗における顧客行
動を調査する、いわゆるマーケティング活動のためにVR 環
境を活用する取り組みも進みつつある。一方で、AR環境は従
来から、実機を見ながらメンテナンス手順を示すといった機
器メンテナンス支援、別に計測された医療用データを患者の
体に位置を合わせながら提示する手術支援といった使い方
が想定されており、現在も多くの取り組みがなされている。

•  ヒューマンオーグメンテーション：情報技術によって人間と人
工物が一体化して、人間の能力を拡張させるテクノロジー全
般を「ヒューマンオーグメンテーション（人間拡張）」と呼ぶ。
身体能力・知覚・認知・存在の各領域に分類されるが、感覚
の拡張においては、例えば、Jack In Spaceは現実空間全体
のデジタルコピーを遠隔地へ伝送することで、三次元視覚を
共有した共同作業を可能にする。これは複数のRGB-Dセン
サを利用して空間全体を稠密に三次元再構成する技術が基
盤になっており、ウィリアム・ギブスンのSF小説「ニューロマ
ンサー」に登場するjack in（電脳空間に接続する）という概
念に着想を得たものである。

8.　特許動向調査
8.1　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調査については、本年度も、光通信
ネットワーク産業、太陽光エネルギー産業、レーザ加工産業の
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
及び分析を行った。また、光技術のトピックステーマとして、本
年度は「光波長変換」、「ヘッドアップディスプレイ＆ヘッドマウ
ントディスプレイ」、「照明」の３テーマを取り上げ、技術キー
ワード別の調査を含め、詳細な特許動向分析を実施した。以
下、定点観測調査結果中心に概説する。
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つの観点から日米欧中
の四極における公開特許について、過去10年間（2009年～
2018年）を対象に調査した。

日本での公開件数に関しては、ここ10年、右肩下がりの減少
傾向の中で、2017年だけは、前年に比べ一旦増加し、公開件数
の下げ止まりかと思えたが、2018年に再び減少に転じており、
10年間を通して見ると、2009年：2,988件だったものが、2018
年：1,409件と半数以下に激減している。これは、日本公開特許
の９割以上を占める日本国籍の出願人において、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い、出願人による出願内容の
厳選が進んでいること、などが数値に現れたものと考えられ
る。米国や欧州での公開件数推移は、日本国籍の出願人の影
響が少ない事もあり、そこまでの激減は見られない。一方、中国
での公開件数は、中国籍の出願人の増加につれて、2009年：
1,037件だったものが、2018年5,267件と右肩上がりとなってお
り、ある意味、ここ10年の公開件数推移は、日本と正反対の動
きとなっている。

企業別動向では、中国のファーウェイ（華為）が2018年公開
件数で米国・欧州・中国で首位に立っており、ファーウェイをは
じめ、大手中国企業が国内のみならず米国や欧州でもその存
在感を増している。

伝送容量増大技術に関しては、「デジタルコヒーレント伝送
技術」は現在実用化が進んでいるが、公開件数は未だ増加傾
向にあり、継続的に研究開発が進められていると考えられる。
一方、「空間多重伝送技術」は近年公開件数が停滞気味となっ
ているが、実用段階へ移ると出願件数が再び増加傾向へ転じ
る可能性があるため、今後の動向に注目する必要がある。
⑵　太陽光エネルギー産業

昨年度に引き続き、太陽電池およびモジュールに限定せず、
太陽光エネルギー全般について日本・米国・欧州・中国の四極
について調査を行った。
日米欧中の全体比較

日本・米国・欧州の公開特許件数については2013年頃まで
増加し、その後は減少傾向であるが、中国の公開特許件数は
一部の年を除き増加傾向にある。中国では国内向けの出願補
助制度が2009年に開始されており、その効果が続いているもの
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と推測され、この傾向はWIPO（世界知的所有権機関）の統計
にも表れている。IPC（国際特許分類）の大分類（セクション）
別の内訳をみると、太陽電池関連含むセクションH（半導体装
置）が最も多いのは日本・米国・欧州・中国で共通しており、セ
クションH以外では日本・欧州はセクションC（化学）、米国はセ
クションG（物理学）が多く、中国は分散傾向にある。
日米欧中の各々の国籍別比較

日本公開特許および中国公開特許については自国内からの
出願が多数を占めているが、米国公開特許および欧州公開特
許については国内からの出願は多いものの他国から出願され
る割合も比較的高い。
日米欧中の各々の傾向

日本への出願は日本企業が累計数で上位を占めており、累計
首位のシャープの急増急減が日本公開件数全体の増減傾向の
要因となっている。また、日本・米国に比べて欧州・中国の公開
特許では太陽熱利用関連の件数割合が高い。

中国公開特許については中国の大学が累計件数で上位を占
めているのが特徴的な傾向となっており、大学においては太陽
光発電のほかに熱利用に関するものも多い。また、日本・米国・
欧州・中国共に太陽光発電システム関連の件数が増加傾向に
あり、給・配・蓄電関連が2010年頃から、PVモジュール周辺お
よびシステム監視／制御関連が2014年頃から目立ってきてい
る。これは、2008年以降の太陽光発電システムの普及および
2014年以降の普及急増（IEA統計）に対応した現象と推測さ
れ、昨年度の調査結果と同じ傾向が続いていることが確認で
きた。

さらに、米国・欧州・中国において、累積件数的には未だ多
いとは言えないが、ペロブスカイト太陽電池関連が2014年頃か
ら増加していることが注目される。
⑶　レーザ加工産業

日本国内のレーザ加工装置市場は、６年前にトピックテーマ
として調査を開始して以降、順調に成長を遂げてきたが、2018
年は、かろうじてプラスを維持したものの明らかに伸びが鈍化
したように見える。特許出願動向にはその分野での技術開発
の活性度が反映されると言われるが、今年度の調査結果はこう
した市場の状況を反映したものとなっている。本調査では、
レーザ加工装置およびレーザ光源について、日米欧中の四極
に韓、独を加えた六極における特許動向調査を行うとともに、
日本における現状と課題をまとめてみた。
a）日米欧中韓＋独の状況

ア 　レーザ加工装置市場の伸びとともに継続して公開件数
が伸びているが、レーザ光源は横ばいである。

イ 　レーザ加工装置分野における公開件数は、中国の伸び
がさらに加速する一方、対照的に日本は減少している。

ウ 　加工要素技術という切り口で見ても中国の伸びが目立
ち、モニタリングおよび光学系では米国も件数を伸ばして
いる。

エ 　レーザ光源分野でも、2018年の結果として、他国が伸
びている中で、唯一日本の公開件数の減少が顕著であ
り、懸念される。

b）国内の出願状況
ア 　レーザ加工の公開件数が、昨年増加傾向を示したが

2018年は、一転して減少傾向になり、レーザ光源も同様に
減少している。（上記と同様）

イ 　加工タイプ（用途）別では、スクライビング、トリミングに
関する公開件数が2018年においても引き続き伸びてい
る。

ウ 　加工材料別については、わずかであるが非金属に公開
件数増加の兆しがみられる。

エ 　注目されているファイバレーザ加工とDDL加工の出願
傾向を比較した結果を以下に記す。

　①　 ファイバレーザ加工の出願上位企業は、最近10年以
内で始めた企業が多い。

　②　 DDL加工の出願上位企業は、過去に開発実績のある
企業が多い。

　③　 出願傾向から、ファイバレーザ加工は相対的に金属
やセラミックに対する加工に関する出願が多い。

　④　 DDL加工に関しては、相対的に樹脂等の軟らかい非
金属材料の加工に関する出願が多い。

8.2　特許庁との懇談会（2018年12月7日）
特許庁特許審査第一部から里村利光（光デバイス）審査監

理官はじめ６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、児玉委員長はじめ11名が出席
し、「光産業技術の特許出願動向概要と特許庁への質問・要
望」と題して、児玉委員長から、特許動向調査委員会の活動紹
介および前年度の調査概要を紹介するとともに、特許庁への
質問・要望事項に関しての補足説明が行われた。

一方、里村審査監理官より「特許行政の最近の動向」、橿本
技術担当室長より「特許動向調査委員会から特許庁への質
問・要望」に対する回答、更に奥村審査官より、特許庁で調査
を実施した「次世代光ファイバ技術に関する特許出願動向」の
結果について、夫々説明があり、実務に沿った熱心な意見交換
が行なわれた。

8.3　特許フォーラム（2019年３月８日）
当協会主催による「2018（平成30）年度 特許フォーラム」を、

３月８日に学士会館（東京都千代田区）で開催した。当日は賛
助会員各社からの参加者を中心に、計70名を超える多くの方々
にご出席いただき、光産業界における知財・特許への関心の高
さ、企業戦略における知財管理の重要性を感じることができ
た。

はじめに、光協会の小谷泰久副理事長兼専務理事および特
許動向調査委員会の児玉泰治委員長から挨拶があり、続いて
特許動向調査委員会の各委員より、本年度の調査報告が行わ
れた。先ず、「光通信ネットワーク産業」、「太陽光エネルギー
産業」および「レーザ加工産業」の定点観測テーマ３件に関す
る調査報告が行われ、次に、技術トピックステーマとして「ヘッ
ドアップディスプレイ及びヘッドマウントディスプレイ」、「光波
長変換」、「照明」の３件に関する調査報告が行われた。定点
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観測テーマの調査は、原則、日米欧中の四極において公開され
た特許情報を中心とし、テーマ毎に各極における特許出願件
数、出願人国別や出願人所属組織（会社）の分析などから、今
後の各国・地域における市場動向やターゲットビジネスの予測
などが報告され、特に、近年目立っているのは、日米の出願件
数減少に対し、中国勢の出願件数増といった状況であり、市場
の活性度合を垣間見ることができるような興味ある結果であっ
た。

また、今年度の特別講演では、東京大学 政策ビジョン研究
センター シニア・リサーチャーの小川紘一氏をお招きし、「オー
プン＆クローズの知財思想を必要とする時代の到来 ～IoT時
代の知財・法務をどう方向付けるか～」とのテーマでご講演頂
いた。講演では、日本企業が得意とするこれまでのコンポーネ
ント型思考からアーキテクチャ型思考への早急な転換が必要
であること、アーキテクチャ型思考におけるオープン＆クローズ
（何を公開し、何を機密とするか）の知財管理が重要であるこ
となどが、熱く語られた。

なお、参加者の中には毎年参加されている方も多く、質疑応
答では、講演で示された上記指針について、自社の事業に準え
た質問が出るなど、盛況のうちに終了した。
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