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一般財団法人光産業技術振興協会
専務理事

小谷 泰久

光産業技術振興協会が2014（平成26）年度に実施した調査・研究開発活動の概要をまとめ、ここに
技術情報レポートとして皆様方にお届けいたします。
さて、当協会で毎年実施している光産業動向調査によれば、光産業の国内生産額は2013年度の＋18.0％
の大幅なプラス成長から2014年度は＋1.5％の８兆5916億円へと微増となりました。また、全出荷額に
ついては2013年度の＋12.0％の大幅なプラス成長から2014年度は▲0.3％の微減となり、16兆8742億円と
なりました。全体として2014年度の光産業は横ばいで推移したと言えます。しかしながら、その内訳
を見てみると、アベノミクス等の影響で活性化した2013年度の景況を引継ぎ好調に推移したレーザー加
工分野（全出荷額＋17.7％）、太陽光発電分野（同＋7.7％）、センシング・計測分野（同＋5.6％）、LED
照明分野（同＋5.5％）と構造的な要因で全出荷額が減少している情報通信分野、情報記録分野、入出
力分野、ディスプレイ分野と２極分化してきています。また、好調な分野においても、太陽光発電分野、
LED照明分野は伸びが鈍化してきており、レーザー加工分野も技術的に欧米に大きくリードされてい
るなど再び楽観視できる状況ではなくなってきました。
一方、光技術には医療・健康技術、ロボット技術で使用されるイメージセンサーや超精細ディスプ
レイ、自動車の自動運転などに資する高速カメラやユーザインタフェース、安全・安心な生活を実現
するための防災センサー、バイオセンサー、情報化社会に不可欠な情報通信網構築に資する光ネット
ワーク、エネルギー政策の重要な柱である太陽光発電、LED照明など、政府が強力に推進している成
長戦略を実現するためのキーテクノロジーが多く含まれています。現在、光産業はすべての分野にお
いて現状を打破し、上記のような新たな成長市場を開拓していくため、技術開発戦略、事業化戦略、
標準化戦略などがますます必要となっています。
当協会は、産業として発展していく可能性のある光技術を選び出し、こうした可能性を着実に現実
のものとするため、①光産業技術に係る調査・研究 ②技術開発の推進 ③標準化の推進 ④新規事業創
造・人材育成を重点課題とし、これらの課題に対応して事業を展開しています。2014年度もこれらの
事業に力を注ぐとともに、その成果をもとに光産業技術に係る普及・啓発、国際交流・協力及び情報・
資料の提供活動を実施してまいりました。
個別事業の活動内容や成果については本レポートをご覧いただくとして、ここでは2014年度の特筆
すべき事項についてご紹介したいと思います。まず、光産業の発展に資する指針として活用されるこ
とを期待し、「光情報通信」分野についてロードマップを作成し、その中で次世代の光スイッチ技術の
開発を目指したフォトニック・スイッチングについての戦略を策定しました。今後の新たな技術開発
プロジェクトとして進展していくことを期待します。次に、標準化に関しては、昨年11月に、IEC東京
大会が開催され、当協会も本大会の中心メンバーとして光通信デバイス及びレーザー安全性について
戦略的な国際標準化活動を実施しました。
当協会といたしましては、光産業技術の発展のため、経済産業省をはじめとした政府関係諸機関の
ご指導の下、賛助会員を始めとする産業界、重要なパートナーである学界等多くの方々のご理解、ご
協力を得て、ニーズに合致した事業活動のさらなる充実強化を図ってまいりたいと考えております。
皆様方にはどうぞ一層のご指導、ご支援、ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。
技術情報レポート
2014年度OITDA
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光産業動向調査
1.

６．レーザ加工

はじめに

我が国の産業経済は、世界的な経済の低迷、超円高、長引

くデフレーションという厳しい環境にさらされてきたが、アベノ

： レーザ応用生産装置、レーザ発振器、i線露
光機、アディティブ・マニュファクチャリング
（AM；3Dプリンタ）、など

７．センシング・計 測 ： 光測定器、光センシング機器

ミクスによる円安・株高の進展に伴って企業・一般消費者のマ

８．その他の光部品 ： 複合光素子など

インドが上向き、設備投資・消費動向も上昇して景気が回復に

注）点線下線：2009（平成21）年度調査から、光製品に加えた項目
一重下線：2010（平成22）年度調査から、光製品に加えた項目
二重下線：2012（平成24）年度調査から、光製品に加えた項目
鎖線下線：2013（平成25）年度調査から、光製品に加えた項目
波
線：2014（平成26）年度調査から、光製品に加えた項目

向かいつつある。このように経済状況が改善しつつある中で、
これまで新たなイノベーションを先導、先端技術を産業化して
我が国の経済成長に大きく貢献してきた光産業分野には、更
に飛躍して産業界の牽引役を担うことが求められている。

2.2

ご協力と関係委員の精力的な活動の基に「光産業動向に関する
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調査」を行っており、30年以上に及ぶ継続的なデータの蓄積は

2013年度国内生産実績額、2014年度国内生産見込額、2015

当協会では、1980年の設立以来毎年度、関係企業の多大なる

年度国内生産の定性的予測の総括表を表１に示す。

光産業の動向を示す基礎資料として高い評価を受けてきた。

●2013年度 （実績） は８兆4,672億円、成長率18.0%

本調査は、光産業の現状分析を通して今後の進むべき方向
を示唆することを狙いとしたもので、本年度は、前年度と同様、

入出力分野を除き、全ての分野でプラス成長となった。特

光産業動向調査委員会（親委員会）の下に情報通信、情報記

に、太陽光発電（成長率71.4%）およびレーザ加工分野（同

録、入出力、ディスプレイ・固体照明、太陽光発電、レーザ加

17.7%）が大幅に増加した。

工、センシング・計測の７つの専門委員会を設置し、分野毎およ

●2014年度 （見込み） は８兆5,916億円、成長率1.5%
レーザ加工、センシング・計測およびディスプレイ・固体照

び光産業全体の動向調査と分析を行った。

2.

2.1

明分野が、前年度に引き続きプラス成長を維持するが、太陽

光産業の国内生産額および全出荷額

光発電分野は、前年度の大幅な増加の影響を受け、1.9%の

光産業国内生産額および全出荷額調査

増加に止まると見込んでいる。情報通信、情報記録および入

光産業の国内生産額および全出荷額調査は、次のようにして

出力分野は、マイナス成長を見込んでいる。
●2015年度 （定性的予測） はやや増加

取り組んだ。
日本国内の光製品（光機器・装置、光部品）関連生産企業に

光機器・装置、光部品ともにやや増加と予測している。分

対して、国内生産額と海外生産を含む全出荷額に関する2013年

野別に見ると、情報通信分野は横ばい、情報記録分野はや

度実績額、2014年度見込額および2015年度定性的予測のアン

や減少、入出力分野はやや増加、ディスプレイ・固体照明分

ケート調査（アンケート調査発送時期：2014年10月、回収時期：

野は増加、太陽光発電分野は横ばい、レーザ加工分野はや

2014年12月～2015年２月、対象企業313社）を行った。その結果

や増加、センシング・計測分野はやや増加と予測している。

を基に、光産業動向調査委員会の下に設置されている製品分

2.3

野別の各専門委員会においてデータの妥当性検討および産業
動向分析を行い、さらに光産業動向調査委員会においてデータ

2013年度全出荷額、2014年度全出荷見込額、2015年度全出

および分析結果の妥当性を再確認することで、日本全体の光産

荷額定性的予測の総括表を表２に示す。

業の国内生産額および全出荷額としてとりまとめた。

●2013年度（実績）は16兆9,311億円、成長率12.0%

本調査では、光産業を光機器・装置と光部品を合わせて次

情報記録および入出力分野を除き、プラス成長となった。

の７分野とその他に分類している。
１．情報通信

特に、太陽光発電（成長率 88.3%）およびレーザ加工分野

： 光伝送機器・装置、光ファイバ融着接続機、
発光素子、情報通信用個別受光素子、光伝
送リンク、光ファイバ、光コネクタ、光受動
部品など

２．情報記録

： 光ディスク装置（再生専用装置、記録・再生
装置）、光ディスク媒体、半導体レーザなど

３．入出力

： 光学式プリンタ、MFP （複合機）
（光学式
MFP、インクジェット式MFP）、デジタルカメ
ラ（レンズ交換式（一眼レフ、ミラーレスタイプ
（両者ともレンズを除く本体のみ））、コンパ
クトタイプ）、デジタルビデオカメラ、カメラ
付き携帯電話、タブレット端末など

 013および2014年度全出荷額、2015年度全出荷
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（同16.5%）が大きな伸びを示した。ディスプレイ・固体照明
分野も、漸くプラス成長に転じた。情報通信（同5.4%）およ
びセンシング・計測分野（同4.0%）も、やや増加となった。
●2014年度（見込み）は16兆8,742億円、成長率▲0.3%
太陽光発電 （成長率7.7%）、レーザ加工 （同17.7%）お
よびセンシング・計測分野 （同5.6%）は、プラス成長を見込
んでいるが、他の分野がいずれもマイナス成長となり、全体と
しても、ほぼ横ばいと見込んでいる。
●2015年度（定性的予測）はやや増加
2015年度の光産業全出荷額は、やや増加と予測している。

４．ディスプレイ・固体照明： フラットパネルディスプレイ装置・素子、プロ
ジェクタ、固体照明器具・装置、発光ダイオー
ド（LED）など

や減少、入出力分野はやや増加、ディスプレイ・固体照明分野

５．太陽光発電

は増加、太陽光発電分野は横ばい、レーザ加工分野はやや

分野別に見ると、情報通信分野は横ばい、情報記録分野はや

： 太 陽 光 発 電 システム 、太 陽 電 池 セ ル・モ
ジュール

増加、
センシング・計測分野はやや増加と予測している。
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表１

光産業の国内生産額（総括表）



（各分野の集計値は

：光機器・装置と

：光部品とを単純合計したもの。）

2012 年度実績
2013 年度実績
2014 年度見込
2015 年度予測
生産額（百万円）
成長率（％）
生産額（百万円）
成長率（％）
生産額（百万円）
成長率（％）
情報通信分野
478,335
▲ 5.7
509,286
6.5
460,694
▲ 9.5
横ばい
光伝送機器・装置
235,384
▲ 3.6
254,272
8.0
201,158
▲ 20.9
横ばい
幹線系（MUX を含む）
58,887
1.9
77,797
32.1
63,009
▲ 19.0
横ばい
メトロ系
79,517
68.6
86,466
8.7
57,030
▲ 34.0
横ばい
加入者系
54,113
▲ 26.4
48,831
▲ 9.8
41,381
▲ 15.3
やや減少
光インターフェイスが装着できるルータ／スイッチ
26,136
23.5
24,928
▲ 4.6
19,785
▲ 20.6
横ばい
映像伝送（CATV, CCTV 等）
3,104
▲ 43.2
3,433
10.6
3,310
▲ 3.6
横ばい
光ファイバ増幅器
9,627
▲ 17.5
9,317
▲ 3.2
12,943
38.9
横ばい
その他（ATM, 光無線 LAN 等）
4,000
▲ 85.4
3,500
▲ 12.5
3,700
5.7
やや減少
光ファイバ融着接続機
17,631
4.9
18,327
3.9
19,768
7.9
横ばい
発光素子
28,271
26.1
32,076
13.5
37,976
18.4 やや増加
情報通信用個別受光素子
8,041
23.2
7,664
▲ 4.7
10,175
32.8
横ばい
光伝送リンク
37,133
▲ 21.9
51,508
38.7
48,243
▲ 6.3
やや減少
光ファイバ
86,952
▲ 19.0
87,770
0.9
88,033
0.3 やや増加
光コネクタ
21,755
▲ 0.6
19,810
▲ 8.9
19,324
▲ 2.5
横ばい
光受動部品
21,194
▲ 4.8
18,032
▲ 14.9
14,880
▲ 17.5
横ばい
光回路部品
13,662
28.5
14,312
4.8
15,587
8.9
横ばい
光 IC ／微小光学部品，その他
8,312
10.2
5,515
▲ 33.7
5,550
0.6
横ばい
情報記録分野
230,584
▲ 40.4
265,941
15.3
215,855
▲ 18.8
やや減少
光ディスク
220,066
▲ 40.9
257,594
17.1
207,910
▲ 19.3
やや減少
光ディスク装置
200,405
▲ 42.9
240,703
20.1
192,317
▲ 20.1
やや減少
再生専用型（CD（音楽用）, CD-ROM ユニット DVD-ROM, BD）
164,719
▲ 37.2
202,926
23.2
178,009
▲ 12.3
減少
記録・再生装置
35,686
▲ 59.9
37,777
5.9
14,308
▲ 62.1
やや減少
光ディスク媒体
19,661
▲ 6.3
16,891
▲ 14.1
15,593
▲ 7.7
やや減少
半導体レーザ
10,518
▲ 30.3
8,347
▲ 20.6
7,945
▲ 4.8
減少
入出力分野
1,458,517
▲ 10.9 1,111,671
▲ 23.8 1,084,410
▲ 2.5 やや増加
入出力装置
1,175,753
▲ 13.8
765,164
▲ 34.9
695,289
▲ 9.1 やや増加
光学式プリンタ
38,305
▲ 19.0
28,451
▲ 25.7
29,718
4.5 やや増加
MFP（複合機）
85,448
▲ 11.9
95,990
12.3
93,844
▲ 2.2 やや増加
バーコードリーダ
18,846
18.6
13,224
▲ 29.8
13,183
▲ 0.3 やや増加
イメージスキャナ
9,250
15.2
9,812
6.1
11,181
14.0
横ばい
デジタルカメラ
510,572
2.2
306,845
▲ 39.9
266,680
▲ 13.1 やや増加
デジタルビデオカメラ
46,527
▲ 36.2
40,032
▲ 14.0
34,868
▲ 12.9
やや減少
カメラ付き携帯電話
466,805
▲ 25.0
250,074
▲ 46.4
208,395
▲ 16.7
やや減少
タブレット端末
−
−
20,737
−
37,420
80.5
横ばい
受光素子（イメージセンサ）
282,764
3.5
346,507
22.5
389,121
12.3 やや増加
ディスプレイ・固体照明分野
2,455,135
▲ 10.4 2,562,661
4.4 2,669,252
4.2 増加
ディスプレイ装置
305,833
▲ 56.0
292,708
▲ 4.3
301,011
2.8 増加
フラットパネルディスプレイ
258,335
▲ 59.2
256,802
▲ 0.6
265,871
3.5 増加
プロジェクタ
44,343
▲ 25.5
31,890
▲ 28.1
32,629
2.3 増加
大型ディスプレイ
3,155
18.5
4,016
27.3
2,511
▲ 37.5 増加
ディスプレイ素子
1,486,941
▲ 3.3 1,613,582
8.5 1,730,751
7.3 増加
発光ダイオード（LED）
343,619
12.0
362,861
5.6
324,035
▲ 10.7
横ばい
固体照明器具・装置
318,742
58.6
293,510
−
313,455
6.8 やや増加
LED 照明器具（OLED を含む）［注］
304,767
92.7
276,415
−
296,715
7.3 やや増加
LED ランプ
13,975
▲ 67.3
17,095
22.3
16,740
▲ 2.1 やや増加
太陽光発電分野
1,950,473
45.7 3,342,846
71.4 3,406,819
1.9
横ばい
太陽光発電システム
1,309,832
72.4 2,673,858
104.1 2,890,483
8.1
横ばい
太陽電池セル・モジュール
640,641
10.6
668,988
4.4
516,336
▲ 22.8
横ばい
レーザ加工分野・その他光加工装置
373,314
▲ 11.3
439,439
17.7
514,720
17.1 やや増加
レーザ応用生産装置
192,989
▲ 26.6
229,976
19.2
262,028
13.9 やや増加
炭酸ガスレーザ
55,653
▲ 30.5
63,317
13.8
77,707
22.7 やや増加
固体レーザ
26,194
▲ 16.2
28,386
8.4
37,034
30.5 やや増加
エキシマレーザ
104,794
▲ 29.1
125,942
20.2
114,335
▲ 9.2
やや減少
ファイバレーザ応用生産装置
3,991
36.3
9,922
148.6
30,115
203.5
横ばい
半導体レーザ直接加工機
2,357
112.2
2,409
2.2
2,838
17.8 やや増加
i 線露光機
126,500
32.5
151,300
19.6
182,000
20.3 やや増加
アディティブ・マニュファクチャリング（3D プリンタ）
−
−
561
−
3,013
437.1 増加
レーザ発振器
53,825
▲ 13.6
57,602
7.0
67,678
17.5
横ばい
センシング・計測分野
157,428
▲ 16.7
162,028
2.9
164,902
1.8 やや増加
光測定器
12,672
▲ 5.6
13,216
4.3
12,709
▲ 3.8 やや増加
光センシング機器
144,756
▲ 17.6
148,812
2.8
152,193
2.3 やや増加
その他の光部品分野
74,494
6.1
73,348
▲ 1.5
74,917
2.1 やや増加
項

目

項

目

光機器及び装置 小計
光部品 小計
計

2012 年度実績
2013 年度実績
2014 年度見込
2015 年度予測
生産額（百万円）
成長率（％）
生産額（百万円）
成長率（％）
生産額（百万円）
成長率（％）
4,046,183
▲ 2.7 5,082,203
25.6 5,224,278
2.8 やや増加
3,132,097
▲ 0.0 3,385,017
8.1 3,367,291
▲ 0.5 やや増加
7,178,280
▲ 1.5 8,467,220
18.0 8,591,569
1.5 やや増加

［注］2013年度のLED照明器具の国内生産額は、集計処理方法が変更になったため、対前年度の成長率を計算できない。全出荷額についての変更はなし。
太陽光発電分野において、システムに部品として含まれる太陽電池モジュールの生産額が重複しないよう合計した生産額は次の通りである
2012 年度実績
2013 年度実績
2014 年度見込
項 目
生産額（百万円）
成長率（％）
生産額（百万円）
成長率（％）
生産額（百万円）
成長率（％）
太陽光発電分野
1,309,832
35.8 2,688,566
105.3 2,919,641
8.6
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2015 年度予測
横ばい

光産業動向調査
表２

光産業の全出荷額（総括表）



（各分野の集計値は

：光機器・装置と

：光部品とを単純合計したもの。）

2012 年度実績
2013 年度実績
2014 年度見込
2015 年度予測
生産額（百万円）
成長率（％）
生産額（百万円）
成長率（％）
生産額（百万円）
成長率（％）
情報通信分野
540,640
▲ 7.2
569,856
5.4
531,509
▲ 6.7
横ばい
光伝送機器・装置
249,003
▲ 9.2
264,421
6.2
212,315
▲ 19.7
横ばい
幹線系（MUX を含む）
61,519
2.2
78,544
27.7
63,272
▲ 19.4
横ばい
メトロ系
79,490
26.0
86,416
8.7
56,980
▲ 34.1
横ばい
加入者系
62,844
▲ 14.5
52,019
▲ 17.2
43,568
▲ 16.2
やや減少
光インターフェイスが装着できるルータ / スイッチ
26,136
▲ 11.7
27,830
6.5
23,387
▲ 16.0
横ばい
映像伝送（CATV, CCTV 等）
3,328
▲ 39.1
3,785
13.7
3,670
▲ 3.0
横ばい
光ファイバ増幅器
11,686
▲ 14.4
12,327
5.5
17,738
43.9 やや増加
その他（ATM, 光無線 LAN 等）
4,000
−
3,500
▲ 12.5
3,700
5.7 やや増加
光ファイバ融着接続機
18,337
9.0
18,765
2.3
20,206
7.7
横ばい
発光素子
33,820
35.1
37,134
9.8
43,730
17.8
横ばい
情報通信用個別受光素子
8,669
32.8
9,262
6.8
11,423
23.3 やや増加
光伝送リンク
58,740
▲ 1.7
70,415
19.9
72,879
3.5 やや増加
光ファイバケーブル
97,871
▲ 21.5
99,039
1.2
103,146
4.1 やや増加
光コネクタ
24,991
▲ 1.6
25,493
2.0
24,943
▲ 2.2
横ばい
光受動部品
23,272
▲ 27.3
19,129
▲ 17.8
15,859
▲ 17.1
横ばい
光回路部品
14,451
35.0
15,182
5.1
16,287
7.3
横ばい
光 IC ／微小光学部品，その他
11,486
52.3
11,016
▲ 4.1
10,721
▲ 2.7
横ばい
情報記録分野
1,314,564
▲ 22.3 1,196,760
▲ 9.0 1,084,790
▲ 9.4
やや減少
光ディスク
1,282,596
▲ 22.1 1,165,867
▲ 9.1 1,056,397
▲ 9.4
やや減少
光ディスク装置
1,142,146
▲ 20.7
1,055,349
▲ 7.6
1,005,034
▲ 4.8
やや減少
再生専用型（CD（音楽用），CD-ROM ユニット DVD-ROM, BD）
726,866
1.6
652,851
▲ 10.2
638,044
▲ 2.3
横ばい
記録・再生装置
415,280
▲ 42.7
402,498
▲ 3.1
366,990
▲ 8.8
やや減少
光ディスク媒体
53,061
▲ 10.3
47,957
▲ 9.6
42,941
▲ 10.5
横ばい
その他（光ヘッド）
87,389
▲ 40.8
62,561
▲ 28.4
8,422
▲ 86.5
減少
半導体レーザ
31,968
▲ 30.7
30,893
▲ 3.4
28,393
▲ 8.1
やや減少
入出力分野
4,061,657
▲ 6.4 3,765,866
▲ 7.3 3,520,595
▲ 6.5 やや増加
入出力装置
3,672,576
▲ 7.0 3,292,494
▲ 10.3 2,983,439
▲ 9.4 やや増加
光学式プリンタ
138,691
▲ 3.2
134,834
▲ 2.8
135,900
0.8 やや増加
MFP（複合機）
551,070
▲ 7.0
582,067
5.6
611,045
5.0
横ばい
バーコードリーダ
18,293
▲ 0.4
14,585
▲ 20.3
14,883
2.0 やや増加
イメージスキャナ
62,194
10.6
41,985
▲ 32.5
42,020
0.1
横ばい
デジタルカメラ
1,626,505
▲ 3.7
1,300,232
▲ 20.1
1,022,600
▲ 21.4 やや増加
デジタルビデオカメラ
144,641
▲ 15.2
97,584
▲ 32.5
90,324
▲ 7.4
横ばい
カメラ付き携帯電話
1,113,077
▲ 11.5
1,027,801
▲ 7.7
968,508
▲ 5.8
やや減少
タブレット端末
18,105
▲ 19.8
93,406
415.9
98,159
5.1
横ばい
受光素子 ( イメージセンサ )
389,081
0.6
473,371
21.7
537,157
13.5 やや増加
ディスプレイ・固体照明分野
6,276,315
▲ 13.5 6,418,716
2.3 6,335,993
▲ 1.3 増加
ディスプレイ装置
3,615,790
▲ 22.7 3,563,542
▲ 1.4 3,417,821
▲ 4.1 増加
フラットパネルディスプレイ
3,354,689
▲ 24.4
3,277,900
▲ 2.3
3,117,097
▲ 4.9 増加
プロジェクタ
213,125
8.6
232,541
9.1
250,079
7.5 増加
大型ディスプレイ
47,976
6.9
53,101
10.7
50,645
▲ 4.6 増加
ディスプレイ素子
1,876,508
▲ 6.3 1,942,859
3.5 2,008,024
3.4 増加
発光ダイオード（LED）
375,134
23.0
403,269
7.5
373,023
▲ 7.5 増加
固体照明器具・装置
408,883
54.2
509,046
24.5
537,125
5.5 やや増加
LED 照明器具（OLED を含む）
309,591
95.7
413,696
33.6
444,125
7.4 やや増加
LED ランプ
99,292
▲ 7.2
95,350
▲ 4.0
93,000
▲ 2.5
やや減少
太陽光発電分野
2,245,643
57.8 4,229,268
88.3 4,555,837
7.7
横ばい
太陽光発電システム
1,260,440
58.0 2,693,247
113.7 3,073,717
14.1
横ばい
太陽電池セル・モジュール
985,203
57.5 1,536,021
55.9 1,482,120
▲ 3.5
横ばい
レーザ加工分野・その他光加工装置
381,382
▲ 11.2
444,320
16.5
523,005
17.7 やや増加
レーザ応用生産装置
197,558
▲ 26.5
233,473
18.2
269,000
15.2 やや増加
炭酸ガスレーザ
59,679
▲ 28.2
63,945
7.1
77,804
21.7 やや増加
固体レーザ
28,552
▲ 10.7
31,594
10.7
41,196
30.4 やや増加
エキシマレーザ
102,676
▲ 31.2
125,338
22.1
116,658
▲ 6.9
やや減少
ファイバレーザ応用生産装置
4,276
39.9
10,196
138.4
30,567
199.8 やや増加
半導体レーザ直接加工機
2,375
74.1
2,400
1.1
2,775
15.6
横ばい
i 線露光機
126,500
32.5
151,300
19.6
182,000
20.3 やや増加
アディティブ・マニュファクチャリング（3D プリンタ）
−
−
568
−
3,022
432.0 やや増加
レーザ発振器
57,324
▲ 12.0
58,979
2.9
68,983
17.0 やや増加
センシング・計測分野
211,807
▲ 3.1
220,303
4.0
232,565
5.6 やや増加
光測定器
12,638
▲ 7.2
14,238
12.7
13,940
▲ 2.1 やや増加
光センシング機器
199,169
▲ 2.8
206,065
3.5
218,625
6.1 やや増加
その他の光部品分野
83,110
▲ 1.8
86,043
3.5
89,918
4.5 やや増加
項

目

項

目

光機器及び装置 小計
光部品 小計
計

2012 年度実績
2013 年度実績
2014 年度見込
2015 年度予測
生産額（百万円）
成長率（％）
生産額（百万円）
成長率（％）
生産額（百万円）
成長率（％）
10,944,198
▲ 9.6 12,017,677
9.8 11,894,607
▲ 1.0 やや増加
4,170,920
6.5 4,913,455
17.8 4,979,606
1.3 やや増加
15,115,118
▲ 5.7 16,931,132
12.0 16,874,213
▲ 0.3 やや増加

太陽光発電分野において、システムに部品として含まれる太陽電池モジュールの生産額が重複しないよう合計した生産額は次の通りである
2012 年度実績
2013 年度実績
2014 年度見込
項 目
生産額（百万円）
成長率（％）
生産額（百万円）
成長率（％）
生産額（百万円）
成長率（％）
太陽光発電分野
1,341,837
32.7 2,722,371
102.9 3,102,875
14.0

4

2015 年度予測
横ばい
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2.4
⑴

光産業国内生産額の動向

分野が順調に伸び、いずれも2000年には１兆円超の国内生

光産業国内生産額の推移

産額に成長した。また、レーザ加工、センシング・計測と太陽

1980年度から2014年度までの35年間の国内生産額の推

光発電分野においても、生産額は2000年において５千億円

移を対前年度成長率（2001年度～）とともに図１に示す。な

未満と規模は小さかったが、1990年代は順調に推移した。

お、光産業の国内生産規模の推移を日本経済、他業種の規

しかし、2001年のITバブル崩壊以降の展開は、分野毎に

模の推移と比較するために、名目GDPと電子工業国内生産

大きく異なる様相になった。

額も参考のために載せてある。

入出力分野は2001年度の落ち込みも小さく2002年度以降

光産業は、国内生産額の調査開始年度である1980年度に

も順調に成長したが、2008年度以降はマイナス成長に転落

は約800億円の規模で、1980年代は日本経済とともに成長し

し、2011年度に漸く下げ止まりの様相が見えたが、2012年度

た。1991年には国内生産額で電子工業全体の１/10となり、

そして2013年度と再びマイナス成長軌道に入ってしまった。

一貫してプラス成長を持続したまま、2000年度には７兆円の

しかし、2014年度は、ほぼ横ばいの傾向となっている。ディ

大台に乗った。IT不況の影響で2001年度は調査開始以来、

スプレイ・固体照明分野は多少の波はあるものの順調に成長

初めてのマイナス成長を記録したが、急回復して2003年度に

し続けていたが、2010年度をピークに急降下し始めた。特

10兆円の大台に近付くと、以降はマクロ経済の影響を大きく

に、フラットパネルディスプレイは2011年度からの２年間で国

受け、GDPや電子産業と連動した動向を示すようになってい

内生産額が凡そ80%も減少したが、2013年度には漸く下げ

る。2007年度までは緩やかに成長したが、2008～2009年度

止まりの様相が見られ、2014年度にはプラス成長に転じると

は世界金融不況の影響を受けて２年連続のマイナス成長と

見込んでいる。一方、この分野において固体照明は2011年度

なり、2010年度には一端回復傾向を示したものの勢いは弱

３桁および2012年度２桁の成長を果たしている。2013年度

く、2011～2012年度は再びマイナス成長となった。しかし、

については、集計方法を変更したため、単純に前年度と比較

2013年度には、アベノミクス効果により、1.8%の名目GDPの

できないものの、生産自体は順調に拡大しているものと思わ

成長見通しが示すように景気が回復し、設備投資・一般消費

れる。太陽光発電分野も昨今の光産業分野の成長頭になっ

も増えて、光産業全体の国内生産額は久し振りに18.0%の大

ており、2008年度以降急勾配の上昇が見られる。特に、2012

幅増大となった。2014年度は、好調と不調の分野が相半ば

年７月に固定価格買取制度（Feed in Tariff：FIT）が導入さ

し、2013年度比で1.5%増とほぼ横ばいの傾向になると見込

れて以降、発電事業用が大幅に伸びて、2013年度には国内

まれている。

生産額が第一位の分野になった（従来は、ディスプレイ・固

1991年度実績から2014年度見込みまでの23年間の分野

体照明分野が第１位）。情報記録分野は低落傾向を継続し

別光製品国内生産額の推移（その他を除く７分野）を図２に

ており、2 0 1 2 年 度には 2 , 5 0 0 億 円を割り込 んだ が（▲

示す。

40.4%）、2013年度はその反動で15.3%の増加となった。しか

1990年代は、ディスプレイ、入出力、情報通信と情報記録

し、2014年度は再び▲18.8%になると見込まれ、減少傾向が

30
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光産業国内生産額、名目GDP、電子工業国内生産額の推移（1980～2014）
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分野別光製品国内生産額の推移
明、入出力および太陽光発電の３分野で全体の80%以上を

工およびセンシング・計測分野は国内市場がメインであり、

占めているが、2009年度の世界金融不況後の回復度合いの

国内景気や設備投資の影響を比較的受け易く、景気動向に

違いにより、その後の構成比率は大きく変化している。太陽

似た様相が見受けられ、2013年度は大きく増加した。レーザ

光発電分野はFIT、余剰電力買取制度と補助金などにより

加工およびセンシング・計測の両分野は、2014年度もプラス

飛躍的に続伸し、2013年度には第一位に躍り出た。ディスプ

成長が見込まれているが、情報通信分野は、幹線系などの

レイ・固体照明分野は、フラットパネルディスプレイの国内生

不調の影響を受け、2014年度は▲9.5%とマイナス成長とな

産が2011年の地上デジタル放送（地デジ化）への完全移行

り、2015年度も横ばいと予測されている。

終了後、移行前の旺盛な需要に対する反動並びに円高と継

⑵

当分継続すると予測されている。一方、情報通信、レーザ加

光産業国内生産額の分野別構成比率と寄与度の推移

続的な価格低下による海外生産シフトにより、この２年間で

2011年度実績～2014年度見込みの４年間について、光産

80%近く減少している。一方、固体照明は省エネ意識の高ま

業国内生産額の分野別構成比率の推移を図３に、光産業国

りに伴い大幅に続伸しているが、ディスプレイ分野の落ち込

内生産増減額の分野別寄与度推移を図４示す。

みをカバーするまでには至らず、結果、構成比率は2011〜

図３の分野別構成比率を見ると、ディスプレイ・固体照
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国内生産増減額の分野別寄与度推移

ジタルカメラ、カメラ付き携帯電話などの低調により9.9％の

調な推移を示すと見込まれている。

減少が見込まれている。

2.5

次に、国内生産増減額の分野別寄与度（図４）について

⑴

は、2013年度は太陽光発電分野がプラス成長に大きく牽引

光産業全出荷額の動向

光産業全出荷額と分野別全出荷額の推移

し、入出力分野のみマイナスとなっている。分野別では、ディ

全出荷額および分野別全出荷額の2009年度実績〜2014

スプレイ・固体照明分野は2013年度にプラスに転じ、2014年

年度見込みの６年間の推移を図５に示す。光産業全体で、

度もプラスと見込まれているが、入出力分野は2014年度に

2012年度は15.1兆円に減少したが、2013年度は16.9兆円に

なって、漸く回復の兆しが見られると見込まれている。情報

回復し、2014年度もほぼ横ばいと見込まれている。

記録分野は、2013年度にわずかにプラスへ転じたが、2014

分野別では、2013年度は、太陽光発電分野が、引き続き

年度は再びマイナスになると見込まれている。額は小さいも

発電事業用途の牽引により大幅に増加し、情報通信分野も

のの、レーザ加工とセンシング・計測分野は、2014年度も堅

100Gb/sを中心とする幹線系・メトロ系の増大などでプラス
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成長した。また、ディスプレイ・固体照明分野もディスプレイ

になり、▲1.3%を見込んでいる。また、情報通信分野も光伝

素子が好調で、分野全体で漸くプラス成長になったが、入出

送装置市場の停滞により、分野全体で▲6.7%と見込んでい

力と情報記録分野については、引き続きマイナス成長になっ

る。入出力分野は、プリンタ分野がやや増加になるものの、

た。2014年度は、自動車産業を中心とする設備投資拡大の

一眼レフタイプのデジタルカメラの海外市場が低迷するた

影響を受けてレーザ加工分野が大幅増加、センシング・計測

め、やや減少が見込まれる。情報記録分野は、低落傾向が

分野も引き続きやや増加と見込まれている。また、太陽光発

継続しており、前年度比で10%近い減少を見込んでいる。
⑵

電も引き続きプラス成長を維持するが、FITの制度変更の影

光産業全出荷額の分野別構成比率と寄与度推移

響により伸びが鈍化する見込みである。一方、ディスプレイ・

2011年度実績～2014年度見込みの４年間について、光産

固体照明分野は、ディスプレイ装置の減少が足を引っ張る形

業全出荷額の分野別構成比率の推移を図６に、光産業全出
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荷増減額の分野別寄与度推移を図７示す。

資に左右される傾向があるため、次回更新時期までの大きな

分野別構成比率（図６）に示すように、2012年度は太陽光

伸びは期待しにくい。しかし、通信ネットワークのトラフィックは

発電分野が伸び、ディスプレイ・固体照明分野が低下してい

継続的に増加し続けており、このトラフィック需要に対応すべく

る。2013年度には太陽光発電分野と入出力分野のシェアが

中長期的にはネットワーク大容量化への投資も継続的に行わ

入れ替わり、太陽光発電分野が10.1％伸ばして第二位になっ

れていくと考えられる。また、数年後には、モバイル第５世代

ている。

（５G）に対応したトラフィックの爆発的な増加が必要になると

分野別寄与度（図７）では、2013年度は太陽光発電分野

予想され、モバイルバックホール向けの光機器・装置の生産額

が大きくプラスを計上し、ディスプレイ・固体照明、レーザ加

増加が期待できる。

工、センシング・計測および情報通信分野もプラスに転じた

一方、光ファイバ増幅器は、2013年度に生産額実績が93億円

が、他の２分野はマイナスとなった。2014年度は、太陽光発

（前年度比▲3.2 %減）となったが、2014年度は、海底ケーブ

電、レーザ加工およびセンシング・計測分野が引き続きプラ

ルの新規受注により129億円（同38.9%増）と大幅増加が見込

スとなるが、他の４分野はマイナスになると見込まれる。特

まれている。

に、太陽光発電分野の成長が大きく抑制されると見込まれ

3.2

る。

光ファイバ融着接続機の2013年度の全出荷実績は188億円

各分野の詳細な分析結果について、以降の３章から９章で

（前年度比2.3%増）と、前年に引き続き増加傾向となった。

述べる。

3.

光ファイバ融着接続機

2014年度見込みも202億円（同7.7%増）が見込まれている。融

情報通信分野

着接続機は、需要の大きな中国を中心とするアジアマーケット

情報通信分野の2013年度の国内生産額は5,093億円、全出

において、中国製や韓国製の光ファイバ融着接続機が販売を

荷額は約5,699億円と、2012年度比でそれぞれ6.5%、5.4%のプ

伸ばしているものの、高品質・高信頼性の日本メーカ製の需要

ラス成長となった。しかし、2014年度は、それぞれ、4,607億

も大きく、ここ数年、出荷額が増加している。

円、5,315億円と、2013年度比で▲9.5%、▲6.7%、2012年度比

また、国内のマーケットにおいては国内メーカのシェアがほ

でも▲3.7%、▲1.7%とマイナス成長となることが見込まれてお

ぼ100%の状況に変化は見られていない。国内メーカが有する

り、2011年度以降、情報通信分野の生産額、出荷額は、2013

高い技術力が競争力の源泉となっており、世界的に見ても日本

年度に一時的に増加しているものの全体としては、ほぼ横ばい

メーカのブランド力が強く大きなシェアを確保している。昨今の

の傾向にある。

円安により、国内製品の価格競争力も大きくなっていることか

背景として、国内では、FTTHの加入者数が頭打ち傾向にあ

ら、今後とも国内生産額の拡大が期待される。

る中、3.9Gの普及によるモバイルネットワークのトラフィック増

3.3

も落ち着いてきているため、トラフィックの需要増に対応した設

情報通信用発光素子・受光素子

備更新等、大きな伸びが期待しにくい状況にあることが挙げら

情報通信用発光素子の2013年度国内生産額実績は321億円

れる。一方、世界に目を向ければ、インターネットのトラフィック

と、前年度に対し13.5％増加した。また、2014年度の生産額も、

は着実に増加しつつあり、来年度以降もバックボーンに使われ

380億円（前年度比18｡４%増）と継続成長が見込まれている。

る光機器・装置の需要はますます旺盛に増加すると考えられ

また、情報通信用個別受光素子についても、2013年度生産

る。また、クラウドサービスやビッグデータビジネスの成長によ

額実績は77億円と前年度比▲4.7%の減少となったが、2014年

るデータセンタへの設備投資増等により、短距離光伝送機器

度には、102億円（前年度比32.8%増）と増加が見込まれてい

の増加が期待できる。国内市場の成長鈍化と海外市場の持続

る。
発光素子や受光素子は、サイズや消費電力、詳細なパラメー

的な成長という市場動向の中、今後、製品分野によって成長率

タなど、まだまだ高い性能が要求されているため、日々性能改

の傾向に大きな差が出てくるものと思われる。

3.1

善が進んでいる。このような技術の進展が著しい素子について

光伝送機器・装置

は、高い技術力を有する国内メーカの優位性が大きく、生産

光伝送機器・装置の2013年度国内生産額実績は2,543億円

額、出荷額の成長が当面続くものと思われる。また、成長率の

（前年度比8.0%増）と2012年度から増加したが、2014年度

高いこれらの製品は中間材であることから海外への出荷も多

は、2,012億円（同▲20.9%減）と減少に転じる見込みである。

く、昨今の円安による効果も大きいと考えられる。

2013年度に国内主要キャリアがデジタルコヒーレント技術を用

3.4

いた100G基幹系の敷設を開始したことに伴ってメトロ系装置

光伝送リンク

の投資も発生し国内生産を牽引したが、2014年度はすでに敷

2013年度の光伝送リンクの国内生産額及び全出荷額は、そ

設された100G装置等の伝送容量の増設に留まり、2013年度の

れぞれ、515億円（前年度比38.7%増）、704億円（同19.9%増）

ような大きな投資が見られないため国内生産額は縮小すると見

と大幅に増加した。トラフィックの増加や災害対策に対応した

込まれている。また、加入者系も、FTTHの普及がほぼ全国に

バックボーン構築等の基幹系装置への投資に牽引されたこと

行き渡ったことにより投資が抑えられ、縮小が続いている。

に加え、ネットワークの高速化に伴って、より高速で単価の高い
100Gb/s以上の需要が大幅に伸びた（前年度比357.4%増）こと

この分野は、国内市場が中心であり、通信キャリアの設備投
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4.2

もその一因であると考えられる。

記録・再生装置

一方、2014年度は、国内生産額が482億円（同▲6.3%減）と

記録・再生装置のカテゴリでは、パーソナルコンピュータ

見込まれているのに対し、出荷額は729億円（同3.5%増）の微

（PC）向けの記録形DVD・BDドライブおよびBDレコーダが

増が見込まれている。速度域別の調査によると、100Gb/s以上

調査の対象となる。カテゴリ全体の全出荷額の2013年度実績

については、2014年度も好調に生産、出荷額を伸ばしており光

は約4,025億円、2014年度は前年度比8.8%減の3,670億円の見

伝送リンクの主力となっていることから、低速品での海外生産

込み、国内生産額の2013年度実績は378億円、2014年度は前

や海外への出荷量の増加等が要因として考えられる。

年度比62.1%減の143億円の見込みである。全出荷額実績のう

3.5

ちBD関連機器が60%以上を占めている。最新のBDレコーダ

光ファイバ

の一部機種では家庭内無線ネットワークの枠を超えて、録画し

光ファイバの国内生産額は、2013年度878億円（前年度比

た番組を外出先のスマートフォンへ転送することも可能となっ

0.9%増）、2014年度見込880億円（同0.3%増）と横ばい状態に

ている。PC用の記録型BDドライブについては、高機能なデス

ある。FTTH加入者数の頭打ちやLTE携帯基地局のエリア拡

クトップPCやノートブックPCへの搭載、スリムなUSBバスパ

大が一段落しつつあることに伴う国内需要の低迷や価格下落

ワー駆動の外付けBDドライブなどがあるが、主にBDへの記録

によって生産額の停滞が続いているものと思われる。

機能が好まれる国内での需要になっている。PC用のDVD記

一方、全出荷額は、2013年度の990億円（同1.2%増）、2014

録・再生装置に関しては、全て海外生産に移行済みで、記録型

年度の1,031億円（同4.1%増）といずれも増加しており、海外製

BDドライブとは異なり全世界市場のPCが対象となるが、大画

造拠点での生産増やブロードバンド環境の整備が進むアジア

面スマートフォン、タブレットの急速な台頭を意識したPCのスリ

や南米などの需要を取り込んでいることを示していると考えら

ム化、IPネットワークの高速化、クラウドサービスの拡大など

れる。

で、光ディスクドライブ非搭載の傾向は続くものと予想され

3.6

る。

光受動部品及び光回路部品

4.3

光アイソレータ、光減衰器等の光受動部品の2013年度国内

光ディスク媒体

生産額実績は180億円であり、2012年度と比較して、▲14.9%

光ディスク媒体のカテゴリでは、追記型光ディスク媒体であ

の減少となった。また、2 014年度では149 億円（前年度比▲

るCD-R、DVD±RおよびBD-Rの2013年度の国内生産額は前

17.5%減）と更に減少する見通しである。

年度比20.8%減の約87億円であった。2014年度は同6.2%減の

出荷額についても、連続して前年比で大幅なマイナス成長と

約82億円が見込まれている。一方、これら媒体の2013年度の全

なっており、新興国メーカとの競争激化による価格低下とシェ

出荷額は、前年度比15.5%減の305億円で、これは同年度の国

アの減少、また、高度な性能要求がなく、コモディティ化が進ん

内生産額の約3.5倍に相当し、かなりの割合が海外生産（委託

でいると考えられる。

生産を含む）に移行されていることが伺える。国内メーカは、

4.

4.1

廉価な媒体は主に海外から調達し、国内は、より付加価値の高

情報記録分野

い、業務用媒体や多層媒体に生産をシフトしていくものと考え

再生専用装置

られる。書換型光ディスクであるMDとMOを合わせた2013年

再生専用装置のカテゴリでは、CD再生装置（音楽CDプレイ

度の国内生産額は、前年度比21.9%減の約８億円となり、全出

ヤ、CD-ROMユニット）、DVD再生装置（映像、ゲーム、パソコ

荷額も同数の約８億円で、これらはほとんどが国内で生産され

ン、カーナビ）、BDプレイヤが調査の対象である。再生専用装

ており、需要は引き続き減少していくと見込まれる。書 換型

置の全出荷額は、2012年度実績7,269億円から2013年度実績

DVD（含むCD-RW）のここ数年の国内生産額は減少傾向で、

6,529億円と10%の減少となった。これはBD装置が2012年度

国内メーカは、技術的にも製造が難しく製品価格の高いBDの

から2013年度にかけて36.9%と大きく減少したためである。一

製造に移行してきた。BD-REの国内生産額は2013年度は前年

方、2014年度はBDの出荷額の回復が見込まれること、および

度比5.9%減の31億円、2014年度は更に6.3%減少する見込みで

映像・ゲーム用DVD-ROM装置の出荷額減少とで、再生専用装

ある。一方、BD-REの2013年度の全出荷額は前年度比2.4%減

置全体の全出荷額は前年度比2.3％の微減にとどまる見込みで

の8 0 億円、2 014 年度は10 . 0 % 減の7 2 億円の見 込である。

ある。また、全出荷額の内訳でDVD装置が全体の50%以上を

BD-REにおいても、国内メーカは、より付加価値の高い、業務

占める傾向は、今年度も変わっていない。国内生産額において

用媒体や多層媒体に生産をシフトしていくと考えられる。業務

は、前年度比で、2012年度37.2%減、2013年度23.2%増、2014

用追記型光ディスクは、2013年度の国内生産額および全出荷

年度12.3%減（見込み）と増減を繰り返している。乱高下の要

額が、両者とも前年度比で300%近い増加となっており、2014年

因としては、海外工場へのシフトの飽和に加え、景気回復によ

度も増加が見込まれている。業務用書換型光ディスクは、2013

る自動車産業の伸張に伴う車載装置の増加、消費税引き上げ

年度の国内生産額は約32億円で、2014年度は5.0%減の見込

による駆け込み需要とその後の反動などが推察される。なお、

み、全出荷額は、2013年度は前年度比20.0%増の約39億円、

BD装置については、当初からほとんどが海外生産であり、国

2014年度は5.0%減の約37億円の見込みである。業務用光ディ

内生産額は極めて少額で変動もなく、おそらく今後も国内に生

スクは、国内生産額と全出荷額に大きな差がないことから、高

産を回帰させることは難しいと思われる。

い信頼性が要求される業務用光ディスクのほとんどが国内で
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生産されていることがわかる。光ディスクは、防塵性や耐水性

歯止めがかかり、上昇傾向も見受けられる。特に、MFPにつ

などの耐環境性に優れるほか、長寿命、かつ、フォーマット世

いては、2013年度実績と2014年度見込で国内生産額、全出

代間の互換性が保証されているので、アーカイブ用途としての

荷額共に対前年比横ばいないし増加傾向となっている。光

市場拡大が期待される。

学式プリンタについても、2 014 年度の国内生産額見込が

4.4

4.5%増となっており、生産の一部国内回帰の兆候とも受け取

注目すべき動向

れる。一方、光学式プリンタに対抗する勢力としてビジネスイ

今年度の注目すべき動向としては、光ディスクに関する標準

ンクジェットという新たなセグメントが伸びてきており、引き

化の動向およびアーカイブを取り上げた。光ディスクに関する

続き動向を注視する必要がある。また、プリンタやMFPの特

標準化としては、爆発的な情報増大を背景に、光ディスクの長

徴として、製品に対する要求が地域ごとに異なるという地域

期保存に関連する規格が国内外で積極的に発行されている。

性がある。そのため、各地域のニーズに合致した製品を開発

2013年度には、ISO/IEC 30190等各種BDの物理規格および

することが、今後さらに必要になるものと思われる。
⑵

光ディスクを用いて長期保存するための運用規格JIS Z 6017が

デジタルカメラおよびデジタルビデオカメラ

発行され、2 014 年度も、光ディスク媒体寿命推定試 験方法

デジタルカメラとデジタルビデオカメラについては、国内生

（ISO/IEC 16963）へのBD追加作業およびその翻訳（JIS X

産額、全出荷額共、概して減少傾向が続いている。これは、

6256）の発行、長期保存のための媒体選択（ISO/TR 17797）

スマートフォンの登場により、低価格帯のデジタルカメラやデ

の作成が行われた。

ジタルビデオカメラの需要が大きく後退したことが影響して

また、博物館、図書館、公文書館（Museum、Library、

いる。一方で、これらの品目の中にもアクションカメラ（ウェア

Archives以下MLA）などでは、ディジタル化された資料、音

ラブルカメラ）のように伸長している製品もある。今後は、ス

声、映像などを長期間、安定的に保存する必要がある。公益社

マートフォンではまねのできない魅力をアピールし、需要を喚

団法人日本文書情報マネジメント協会（以下JIIMA）では、

起していくことが重要であると思われる。
⑶

データ保存中の消去や修正のリスクを極力減らす媒体の選択

カメラ付き携帯電話およびタブレット端末

や第三者への説明責任を果たすための運用方法などへの社会

低価格帯のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの需要

的要請に応えるべく、今年度から、アーカイブ用光ディスク製品

を奪った側のスマートフォンを含むカメラ付き携帯電話も国

の品質の高さを認証する認証制度を開始した。情報の長期保

内生産額と全出荷額共に減少が続いている。結果的に、カメ

存とその媒体選択の合理的判断基準を示す必要のあるユーザ

ラ付き携帯電話そのものだけではなく、デジタルカメラやデ

には最適な仕組みであり、今後の普及が期待される。

ジタルビデオカメラが失った市場も、海外の企業に奪われて

5.

5.1

いる実態がうかがえる。タブレット端末については、2013年

入出力分野

度より本格的な普及が始まり、2014年度も急激な拡大は落

入出力機器全体の産業動向

ち着きをみせているものの、堅調に推移している。今後は、

入出力機器全体の国内生産額は、リーマンショックに端を発

未だ利用が進んでいない法人分野において、企業の効率化

する景気後退の影響により、2008年度と2009年度に25％以上

や付加価値創造に役立つような利用が伸びていくことが期

の大幅な対前年比減となり、その後も減少傾向が続いている。

待される。

2 013年度の国内生産額は約１兆10 0 0 億円であり、リーマン
ショック前に対して30％程度にまで縮小している。2014年度見

5.3

本年度の注目すべき動向

込では、ようやく下げ止まり傾向が見られるものの厳しい状況

◦ 欧 米を中心にMPS（Managed Print System）と呼ばれるプ

が続く。要因としては、景気の後退以外にも、生産の海外移

リント管理システムの導入が進んでおり、高機能のA４カ

転、競争激化による製品の価格低下なども考えられる。さら

ラーMFPが、各社から相次いで発売されている。A４カラー

に、スマートフォンが登場し、デジタルカメラやビデオカメラなど

MFPについては、このような高機能機と、プリンタベースの
低価格帯との２極分化が見られる。

の従来の入力機器の役割を代替する一方で、国内企業がス

◦ 最 近注目されているアクションカメラは、毎年順調に出荷台

マートフォンにおけるシェアを十分確保できていないことも原因

数を伸ばしている。従来のデジタルビデオカメラでは撮影で

として挙げられる。
一方、全出荷額は、国内生産額と同様、減少傾向であるが、

きなかったアングルも手軽に狙うことができ、様々な場所に

その減少幅は国内生産額に比べて小さく、このことは、生産の

取り付けるアクセサリーも充実しているためスポーツや車載

海外移転により、国内生産額が全出荷額以上に減少したとい

カメラ、水中撮影、バラエティ番組のタレントカメラなどの用
途に活用されてきている。

うことを示唆している。ただし、2014年度の見込では、アベノミ

◦カメラ付き携帯電話では、通信サービスLTE-Advancedが

クスの下で円安が進行し、生産の一部国内回帰が起きている

本格的に普及することで更に高速、大容量の通信サービス

ことが予想され、引き続き推移を注視する必要がある。

5.2
⑴

が受けられるようになり、より臨場感のあるコミュニケーショ

主要製品の動向

ンが可能となることから、引き続きカメラ機能の高い搭載率

光学式プリンタおよびMFP（複合機）

は続くと共に、画素数についてもより高画素化が進むと考え

光学式プリンタとMFP（複合機）については、減少傾向に

られる。更に、2020年に向けて第５世代移動通信の技術開
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光産業動向調査
発が本格化するなど、携帯電話のカメラ機能を取り巻く技術

ブレット、スマートフォン用ディスプレイの市場で韓国メーカ

の進化は、年々進んでいくと予測される。

が先行する状況の中、ソニー㈱及びパナソニック㈱の有機EL

6.

ディスプレイパネル開発部門を統合した㈱JOLEDが2015年

ディスプレイ・固体照明分野

１月５日に設立され、有機ELディスプレイパネルの量産開発

ディスプレイ・固体照明分野全体の国内生産額は、2013年度

加速及び早期事業化が期待されている。

実績では２兆5,627億円（前年度比4.4%増）と2010年度以来の

大型ディスプレイは市場拡大傾向にあるが、2013年度の

増加に転じた。2014年度見込みは２兆6,693億円（同4.2%増）

全出荷額実績531億円（同10.7％増）に対し、2014年度見込

と2013年度並の増加率を保っている。特に、2013年度から

みは、506億円（同4.6％減）と一時的に伸び悩んでいる。今

2014年度にかけては、ディスプレイ装置（2.8%増）、ディスプレ

後は2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会に向け

イ素子（7.3%増）、固体照明器具・装置（6.8%増）といずれの

ての需要拡大や、各種公共投資の拡大により、再び市場拡

分野も増加傾向にあり、テレビの大画面化・高精細化・高機能

大が期待される一方、公営施設やスポーツ施設等の用途以

化に伴う単価上昇やスマートフォンやタブレット端末用の中小

外の商業利用のための用途開拓による市場の安定成長も望

型液晶高精細パネルの市場拡大継続等の要因と、背景として

まれる。

景気の好転感等が寄与していると思われる。また、固体照明分

プロジェクタについては2013年度の全出荷額は2,325億円

野についても伸び率は鈍化したものの、価格下落を数量増加

（同9.1%増）、2014年度は2,501億円（同7.5%増）と、文教用

でカバーするとともに、調光・調色等の制御技術の進展による

途の拡大等により、継続的な価格の下落や欧州市場低迷の

高価格品へのシフトも寄与した結果、金額ベースでも拡大が継

影響にもかかわらず、リーマンショック後の低迷からの回復

続している。

傾向が続いている。減少が続いてきた国内生産額も、2013

一方、2014年度の全出荷額については、消費税アップに伴う

年度が319 億円（同2 8 .1%減）、2 014 年度が32 6 億円（同

駆け込み需要の反動による販売数量の減少から、ディスプレイ

2.3%増）と下げ止まりが見込まれる。これまで一貫して国内

装置の全出荷額が▲4.9%減少すると見込まれているが、ディス

から海外への生産拠点シフトが進んできたが、円安により国

プレイ素子（3.4%増）及び固体照明器具・装置（5.5%増）につ

内生産への回帰が進行するかどうかが注目されるところであ

いては、2013年度に続いて増加、安定成長すると見込まれてお

る。プロジェクタの新たな用途としては、LEDやレーザ等の

り、2015年度予測では、ディスプレイ装置も含めて、増加、また

固体素子を光源とした数千ルーメン級のモデルが各社より

は、やや増加といった明るい見通しがなされている。

6.1

発売され今後の動向が注目される。
⑵

ディスプレイ分野の産業動向

フラットパネルディスプレイ素子
フラットパネルディスプレイ素子の全出荷額は、2013年度

ディスプレイ分野の調査は、消費者に近い製品レベルである

実績が１兆9,181億円（前年度比3.3%増）と増加に転じ、さら

ディスプレイ装置と、産業基盤としてのディスプレイ素子とに分

に2014年度は国内メーカが強みとする中小型液晶高精細パ

けて行っている。

ネルを搭載するスマートフォンやタブレット端末の市場拡大

⑴

ディスプレイ装置

等により１兆9,825億円（同3.4%増）と引き続き増加すること

フラットパネルディスプレイテレビは、引き続き価格競争が

が見込まれている。国内生産額も、2013年度実績では１兆

激しく商品単価下落などのマイナス要因が懸念されたが、国

6,056億円（同8.6%増）と伸長し、2014年度も１兆7,228億円

内では消費増税前の駆け込み需要がプラスに働き、2013年

（同7.3%増）と増加を続けると予測されている。

度実績では、全出荷額３兆1, 332億円（前年度比3.0%減）、

2015年度以降も中小型パネル事業を核に需要が拡大し、

国内生産額1,893億円（同11.1%減）と大幅な減少には歯止

高機能化するスマートフォンやタブレット端末といった市場

めがかかった。一方、2014年度は、テレビの大画面・高解像

の拡大を背景に、成長を続けることが期待される。技術的に

度化などの新技術導入を図ったものの、価格下落に加え、国

は大容量表示が可能な高精細画面・量子ドット新材料を用

内では消費増税の影響もあり、全出荷額２兆9,483億円（同

いた広色域再現性・タッチパネルのインセル化が進み、国内

5.9%減）、国内生産額1,774億円（同6.3%減）と小幅な減少

メーカの得意とする高付加価値品を軸とした需要拡大が見

が見込まれている。国内メーカは今後も高付加価値商品市

込まれる。

場の開拓やコストダウンに向けた商品設計はもとより、円安

6.2

メリットを活かす生産体制の再編を含めた事業構造の最適

固体照明分野の産業動向

化をさらに進めていくものと思われる。今後は、2014年６月

急速な増加を示してきた固体照明器具・装置全体の全出荷

から開始された４K試験放送の本放送への移行に加えて、ス

額は2013年度実績が5,090億円（前年度比24.5%増）と依然大

マートテレビの本格導入により各社が他社との差異化にしの

幅な伸びであるが、2014年度は5,371億円（同5.5%）と比較的

ぎを削ることで、次世代テレビ産業を再び成長軌道に乗せる

小幅な伸びとなる見込みである。その中で、例えば一般照明用

ことが期待される。

LED照明器具の全出荷金額は2013年度実績が4,112億円（同

国内の有機ELの生産高はここ数年横ばいであり、2014年

34.9%増）、2014年度は4,416億円（同7.4%増）と見込んでい

度は2013年度の生産額80億円（実績）とほぼ同額の79億円

る。技術的には今後は調光・調色などの制御技術の進展も期

を見込んでいる。世界の有機EL市場では、大画面テレビ、タ

待されている。
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7.1.2

LED照明器具の国内市場における出荷台数、金額の伸長が

太陽電池セル・モジュール

顕著になってきたのは2009年度からで、対前年は順調に伸び

太陽電池セル・モジュールの国内生産額は、太陽光発電シス

ているが、2014年度は伸び率が7.4％と従来に比べ大きく低下

テムの国内市場の活況によって台数は増加しているが、セル･モ

する見込みである。全照明器具出荷台数に対するLED照明器

ジュールの価格下落とこれに伴う海外生産シフトが本格的に

具出荷台数の比率（LED照明器具出荷台数/全照明器具出荷

進んでおり、2013年度に6,690億円（前年度比4.4%増）に達し

台数）と全照明器具出荷金額に対するLED照明器具出荷金額

たものの、2014年度は5,163億円と前年度比で▲22.8%の大幅

の比率（LED照明器具出荷額/全照明器具出荷額）は、2013

な減少が見込まれている。

年度は台数比で61％、金額比で62％にまで伸張し、2014年度

また、全出荷額についても、国内市場が大きく伸びた結果、

の見込では台数比、金額比とも70％を超えるものと見込んでい

2013年度に15,360億円と前年度比で55.9%の大幅増加となっ

る。

たが 、セル･モジュールの価格下落により、2014年度は14,821

7.

億円と前年度比で▲3.5%の減少が見込まれている。

太陽光発電分野

7.1 太陽光発電の産業動向
7.1.1 太陽光発電システム

7.2

2013年度出荷量の詳細分析

2013年度におけるわが国の太陽電池総出荷量は表３に示す

太陽光発電システムの国内生産額の推移を図8に示す。太陽

ように、対前年比97.3%増の8,625MWとなり、これまでの記録

光発電システムについては、国内生産額及び全出荷額とも、政

を大幅に更新した。これは2012年７月よりスタートした固定価

府による新エネルギーに対する各種の導入支援事業や導入環

格買取制度２年目を迎え、国内市場が本格的に拡大したから

境整備の実施により、年を追うごとに伸びている。特に2009年

である。これまでの政府による太陽光発電システムの普及支援

度には住宅用太陽光発電システムへの補助金が復活するとと

事業が住宅市場中心であったものが、固定価格買取制度への

もに、優遇価格での余剰電力購入制度がスタートしたことも

移行で、公共・産業用及び電気事業用にも広がり、さらに、太

あって、太陽光発電産業規模は拡大基調へと転換し、2010年

陽光発電システム価格の低下により、国内市場は爆発的な成

度の生産額は9,143億円、2011年度は9,647億円へと伸びていっ

長を遂げた。

た。さらに、2012年度には固定価格買取制度の開始により、住

用途分野別にみると、民生用分野は0.1MWで、前年と同

宅市場に加えて非住宅市場も加わり、36%増の13,098億円とな

様、量的にはわずかである。電力用分野は7,927MW、前年度

り、１兆円規模に成長した。2013年度は太陽光発電システム価

比3,673MW増となりほぼ８GW規模に大躍進した。研究用・そ

格の更なる低下と非住宅市場での導入の本格化により、産業

の他分野（自家発電用を含む）は前年の117MWから699MW

規模はほぼ倍額の26,739億円を記録した。2014年度は2013年

に上昇した。

度の流れを引き継ぎ、設備認定を受けた太陽光発電設備の導

材料別にみると、表４に示すように、単結晶Si、多結晶Si、

入も進んでいるため、8.1%増の28,905億円が見込まれている。

a-Si・その他のすべての材料にわたって大幅に伸びている。
2011年度は多結晶Siと単結晶Siは拮抗したが、2012年度以降
は多結晶Si型が単結晶Si型を大きく上回ってきている。多結晶

図８
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表３ 2011年度～2013年度における用途別太陽電池出荷量

用途

2011年度
出荷量
（MW）

2012年度

シェア
（％）

出荷量
（MW）

2013年度

シェア
（％）

出荷量
（MW）

シェア
（％）

対前年
増加量
（MW）

対前年
伸び率
（％）

民生用

0.3

0.0

0.3

0.0

0.1

0.0

▲0.2

▲66.7

電力用

2,684.7

100.0

4,254.3

100.0

7,926.8

91.9

3,672.5

86.3

その他（含 研究用）
計

0.6

0.0

116.7

0.0

698.5

8.1

581.8

498.5

2,685.6

100.0

4,371.3

100.0

8,625.4

100.0

4,254.1

97.3

出典：光産業技術振興協会及び太陽光発電協会資料

表４

材料

2011年度～2013年度における材料別太陽電池出荷量

2011年度
出荷量
（MW）

2012年度

シェア
（％）

出荷量
（MW）

2013年度

シェア
（％）

出荷量
（MW）

シェア
（％）

対前年
増加量
（MW）

対前年
伸び率
（％）

単結晶Si

1,028.0

38.3

1,555.3

35.6

2,986.3

34.6

1,431.0

92.0

多結晶Si

1,021.1

38.0

2,013.3

46.1

4,741.0

55.0

2,727.7

135.5

a-Si・その他
計

636.4

23.7

802.6

18.4

898.0

10.4

95.4

11.9

2,685.6

100.0

4,371.3

100.0

8,625.4

100.0

4,254.1

97.3

出典：光産業技術振興協会及び太陽光発電協会資料

Si型は前年度比135.5%増の4,741MWとなり、2011年度のマイ

20 0 0年のIT産業の落ち込みにより大きく後退した生産額

ナス成長から一転して２年連続で倍増し、５GW規模目前であ

は、2003年度からは明確な回復基調になり堅調に生産額が伸

る。多結晶Si型は、公共・産業用及び電気事業用における中心

びてきた。しかし、2008年度後半の米国に端を発した世界同

的な太陽電池であることから、国内需要の拡大により大幅な伸

時経済不況により、2 0 0 8 年度は大きな減少に転じ、さらに

びとなった。一方、2013年度の単結晶Si型は前年度比92.0%増

20 09年度はその影響が拡大しさらに大幅な落ち込みを示し

の2,986MWとなり、多結晶Siと同様に大きな伸びとなった。単

た。一方、2009年度後半から半導体業界、液晶業界では景気

結晶Si型はa-Si/単結晶Siというヘテロ接合タイプの単結晶Si型

回復の兆しが見られ、2010年度は前年度比53.3％増のV字回

太陽電池と、バックコンタクト型の単結晶Si太陽電池が中心と

復を果たすも、2011年度は3.9%減というマイナス成長になっ

なっており、このタイプの太陽電池は変換効率が高いことか

た。これには円高に伴う輸出環境悪化、欧州経済低迷等が影

ら、住宅市場を中心に上昇基調を持続している。一方、a-Si型

響している。2012年度はこの状況に拍車がかかり、さらに大幅

及びその他は、CIS薄膜型太陽電池が中心で、毎年着実に伸び

な26.6%の減少という結果になった。一方、2013年度は、アベノ

ている。2013年度の出荷量は898MW、対前年比11.9%増とな

ミクス効果ならびに円高の是正により日本経済が回復に向か

り、１GWレベル目前である。CIS型太陽電池は、日本のみが大

い、19.2％の増加となった。2014年度も引き続き好調を維持

規模商業生産に成功しており、GWレベルの生産に向けて世界

し、13.9％増の見込みであり、2015年度はやや増の予測であ

的な注目を集めている。

る。

8.

8.2

8.1

レーザ加工分野

レーザ加工分野全体の産業動向

本年度の注目すべき動向

今年度より調査対象にその他の光加工装置（ランプ露光装

レーザ加工分野は、自動車、造船産業等における厚鋼板の

置）とAMを加えたが、2014年度見込み値ではその他の光加

溶接・切断といったマクロ加工用途から、エレクトロニクス、オ

工装置が最も大きい40.7％のシェアとなった。これはi線露光機

プトエレクトロニクス産業等における微細穴あけ、スクライビン

が最先端以外の用途では未だ広く使われていること、液晶用露

グ、マーキング、リソグラフィといったマイクロ加工用途まで広範

光機としてi線に限らず、h線、g線も使われていること、さらに１

囲な領域を扱っている。使用するレーザも重複し、複雑化して

台あたりの設備費が非常に高額であることに起因する。なお、

いるが、調査において産業動向を把握しやすくするため、炭酸

AMのシェアは、まだわずか１%以下である。一方、従来から調

ガスレーザ、固体レーザ、エキシマレーザ、ファイバレーザ、半

査を行ってきた炭酸ガスレーザ、固体レーザ、エキシマレーザ、

導体レーザとレーザを種類別に分類して分析を行っている。ま

その他の応用生産装置のみで比較を行うと、エキシマレーザが

た、昨年度より、その他の光加工装置としてg線（436nm）、h線

2013年度の54.8％から2014年度は43.6％と大きくとシェアを減

（405nm）、i線（365nm）を用いたランプ露光装置、さらに、本

らした。その反面その他の応用生産装置が、2.9％から12.6％へ

年度より近年注目を集めているアディティブ・マニュファクチャ

と大きくシェアを拡大した。この増加はファイバレーザ、半導体

リング（AM）：３Dプリンティングを新たに調査対象に加え

レーザが牽引している。また固体レーザも11.7％から14.1％へと

た。

わずかにシェアが増えている。炭酸ガスレーザは29.7％で昨年
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とあまり変わっていない。

４Kテレビなどのパネル需要の拡大を受けて設備投資は継

以下、主要製品の動向について説明する。

8.3
⑴

続し、国内生産額はほぼ横ばいと予測している。
⑷

主要製品の動向

ファイバレーザ応用生産装置
ファイバレーザ応用生産装置はこれまで毎年30%以上の

成長率を示してきたが、2014年度は200％程度の大幅な増

炭酸ガスレーザについては2013年度はアベノミクスの効果

加が見込まれている。これは、国内の景気回復によるレーザ

により13.8％増加し、さらに2014年度は22.7％増加の見込み

応用加工装置市場の伸長に加え、主として炭酸ガスレーザ

である。96.8％を切断・穴あけ用途が占めるが、ここ数年低

が使用されてきた金属加工分野において、ファイバレーザへ

調であった切断は自動車や電気機器、鋼材等幅広い分野で

の置き換えが加速してきたことによる。だがその市場規模は

用いられ、28.2％増加となった。一方、2013年度に30%以上

炭酸ガスレーザと比較するとまだ小さく、炭酸ガスレーザ加

の成長が見られたプリント基 板穴あけ加工機の成長率は

工装置市場の縮小は見られていない。2015年度のファイバ

12.6%にとどまった。切断、溶接・接合分野においてはファイ

レーザ応用生産装置の生産はほぼ横ばいの予想がなされて

バレーザへの置き換えが着実に進展しているが、2014年度

いるが、炭酸ガスレーザからの置き換えは今後も進むと考え

の経済成長回復に伴い、炭酸ガスレーザ生産装置について

られる。また、ファイバレーザ発振器の国内生産額は、2013

も規模を底上げする結果となった。ギリシャ危機等不安材料

年度に48%の伸びを示し、2014年も31%の成長が見込まれ

は依然残るものの、2015年度も引き続きアベノミクス効果に

ている。他のレーザ発振器と比べて大きな伸びを示している

よる継続的な成長を期待したい。

が、ファイバレーザ応用生産装置と比べるとその伸びは小さ

⑵

炭酸ガスレーザ

固体レーザ

く、ファイバレーザ発振器の輸入が増加していることがうか

固体レーザ応用生産装置全体の2014年度の国内生産額

がえる。

は、2013年の横這い・微減見込みから回復 基調にあり、

⑸

半導体レーザ直接加工装置
半導体レーザ直接加工装置は、主にレーザ焼入れ、レー

げに伴う自動車産業の活況による生産高の増加が、車載部

ザアニール、レーザ溶接、レーザろう付け、レーザはんだ付

品の切断や穴あけ加工の伸びを牽引しているものと見られ

け、レーザマーキング（樹脂）に使用されている。また、高輝

る。特に車載用部品（リレー、センサ等）分野が堅調のた

度半導体レーザ装置が開発され、従来炭酸ガスレーザや

め、切断・穴あけ用途の成長率が81.0％と伸びが著しい。ピ

ファイバレーザが使用されてきた用途への適用が開始され

コ秒レーザの生産用途への普及も始まっているようである。

た。2013年度１～２%程度の小幅な成長であったが、2014年

⑶

30.5%の大幅増加見込みとなっている。これは、景気の底上

エキシマレーザ

度は15%以上の成長が見込まれている。2015年度は微増の

エキシマレーザ応用生産装置の生産額は2003年度から順

予想であるが、高輝度半導体レーザによる直接加工装置が

調に拡大を続け、2007年度は過去最高の生産額を記録し

大きく伸びる可能性がある。

た。しかしサブプライムローン問題に始まる世界同時不況の

⑹

i線露光機

影 響で2 0 0 8年度から減少に転じ、2 0 0 9年度は前年度比

昨年度より調査対象に加えたi線露光機は、全国内生産

39.7%の大幅減となった。2010年度はアジア経済の成長や日

額、出荷額とも2013年度、2014年度とも前年度比で20%前後

米の景気回復に伴って前年度比52.8%増とV字回復を果たし

の増加となっており、安定した伸びを示している。また、2015

たのも束の間、2011年度、2012年度は半導体メーカの設備

年度についても、引き続き、やや増加する予想である。

投資抑制の影響などで、それぞれ同7.3％減、29.1％減と再

⑺

アディティブ・マニファクチャリング（３Dプリンタ）

び減少に転じた。2013年度は半導体向け投資が回復し、高

AMは、まだその生産額は小さいものの、2013年度と比較

精細の中・小型液晶パネル用投資が堅調に推移するととも

して2014年度は437.0％という驚異的な成長を見せている。

に、大型パネル向けも年度後半から緩やかに回復を見せ、前

日本ではAM技術を製品に応用できる航空機、宇宙、武器

年の投資抑制の反動もあって前年度比20.2%増となった。

等の小ロット産業は規模が小さく、自動車や家電、エレクトロ

2014年度は半導体向けの需要回復は継続するものの、中・

ニクス等の大量生産産業ではAM技術を試作以外には活用

小型液晶パネル用投資が一段落し、前年度比9.2%減の見込

できなかった。しかし最近は粉末床溶融結合装置や指向性

みで、2015年度についてもやや減少するものと予測してい

エネルギー堆積装置と切削加工を組み合わせた複合加工装

る。この生産額の変動はエキシマレーザ応用生産装置の生

置が次々と登場している。今後、日本でもAM技術の良い部

産額の大部分を占めるリソグラフィ装置によるものがほとん

分を最大限引き出す設計が進み、製造コストや納期の問題

どで、2014年度についてはエキシマレーザアニール（ELA）

から、AM技術で直接製造する方が効率の良い製品や部品

装置も変動が大きかったが、影響は限定的である。2014年

が数多く現れると思われる。また産官学一体となったプロ

度は、一部の新興国での成長鈍化がみられるものの、日本で

ジェクトの振興、円安に伴う工場の日本へのUターンに伴う

は円安やアベノミクス効果が着実に実を結び、更に欧米各

設備投資の復活により、市場は大幅に成長することが予想さ

国、中国、韓国、台湾などでも市場は堅調に成長したが、シェ

れる。

アの低下に伴い国内生産額は若干減少の見込みとなってい
る。2015年度はメモリやイメージセンサ等の需要が堅調で、
技術情報レポート
2014年度OITDA
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光産業動向調査
9.

9.1

センシング・計測分野

国内における市場が大きな伸びを示しており、また、人体セン

光測定器

サは、省エネ分野においても、トイレ、廊下などの従来から市

光測定器は、可視領域から近赤外領域の波長帯を利用する

場が形成されていた自動照明に加え、エアコン、扇風機、テレ

光デバイス・光モジュール・光通信システムなどの研究・開発・

ビ、温水便座、自動販売機といった多くの機器の動作制御へと

製造及び、光ファイバの敷設・保守において光学特性を測定す

広がりを見せている。

る際に使用される基本的な機器である。この調査では、光スペ

一方、光電センサ、ロータリエンコーダ・リニアスケール、変

クトラムアナライザ（波長計を含む）・測定器用光源・OTDR・

位・測長センサ、速度センサ、外観検査装置、成分分析装置、

パワー測定システム・光ファイバ心線対照器、医療用光測定器

環境センサおよび機器など、製造業の設備投資に左右される

等を調査対象にしている。2012年度国内生産額実績は、前年

機器では、製品によって微増あるいは減少しているものもあ

度から5.6％減の12,672百万円と若干のマイナス成長となってい

り、製造業の国内回帰の動きによって光センシング機器全体で

たが、2013年度国内生産実績は、前年度から4.3%増の13,216

は持ち直し傾向が見られるものの、まだ本格的な回復が見られ

百万円と微増であった。2014年度国内生産額の見込みは、前

ない分野もある。光センシング機器においては、社会的なニー

年度から3.8%減と予測されている。また、全出荷額も生産額と

ズに応じた機器の伸びが顕著であり、今後もこの傾向は進んで

同様、2013年度は12.7%増であったが、2014年度は2.1%の微

いくと思われる。

減が見込まれている。背景にはこれらの機器が使用される光

10.

通信分野の以下のような要因があると推測される。

10.1

日本国内においては、2001年のサービス開始以降FTTHが

光産業リソース
はじめに

光関連の企業に対し、常時雇用従業員数、研究開発者数、

堅調に推移してきたが、スマートフォンの出現により近年３G/

研究開発投資額についての調査を行った。

LTEモバイルネットワークの普及が爆発的に進み、従来の固定
型の有線ネットワークに代わってモバイル型の無線ネットワーク

調査内容は昨年度と同様であり、2014年度見込みについて

がブロードバンドサービスを牽引している。また、海外において

の数字を求める定量的アンケート調査と、前年度より「増加」し

も、我が国同様ブロードバンドの牽引役はモバイルアクセスが

たのか、
「減少」したのか、あるいは「同等」なのかという定性

中心となっており、その傾向は今後も続くと見られる。これらモ

的アンケート調査を2014年度見込み、2015年度予測について

バイルトラフィックの急増に伴い、それらを支える伝送装置や

実施した。尚、参考のために国内生産額の総額も調査項目に加

光デバイス製造向けに、今後も、光測定器の需要は継続すると

えている。今年度は、前年度より11社多い62社から回答が寄せ

考えられる。一方で、生産、出荷が幹線系、メトロ系の設備更

られ、そのまとめた結果を報告する。

新に対応して増減する傾向にあり、また、低価格の現場向け光

10.2

測定器においては、低価格の海外メーカ製品が市場を拡大し

⑴

つつあるなど、国内生産額の大幅な増加につながるのは難しい

常時雇用従業員数および研究開発者数

人的リソースとして、62社には、従業員数５人から20,000

と考えられる。

9.2

2014年度の光産業リソース（見込み）

人未満の企業が含まれているが、中央値は、従業員数100人

センシング機器

～149人の企業である。また、研究開発者数は２人から3,000

光センシング機器の2012年度国内生産額実績は前年度比

人未満で、中央値は、40人～49人である。同じ累積社数同士

17.6%減の144,756百万円、2013年度実績は2.8%増の148,812

で比較すると常時雇用従業員のうち概略１/５～１/２が研究

百万円、2014年度は2.3%増が見込まれている。また、全出荷額

開発者であると考えられる。
⑵

も、生産額と同様、増加傾向にある。光センシング機器は、主

研究開発投資額および国内生産額（参考）

に可視領域から赤外領域の波長帯の光を利用したセンサであ

資金のリソースとして、62社には、研究開発投資額50万円

り、その多くが産業分野で用いられているため、その需要は、

未満から1,000億円未満の企業が含まれているが、中央値

生産設備投資に大きく左右される。海外生産を強化する姿勢

は、研究開発投資額２億円以上５億円未満の企業である。

は続いているものの、景気が回復傾向であることや、最近の大

国内生産額については、2014年度は、前（2013）年度より

幅な円安の影響を受け、一部では製造の国内回帰の動きが見

増加したという企業が17社、同等が36社、減少が９社であっ

られるのが一因と考えられる。

た。2015年度は、本（2014）年度より増加するとした企業が

2013年度の国内生産額実績の内訳では、人体センサが前年

21社、同等が28社、減少が13社であった。

度比13.2%増、赤外線カメラとその応用機器が前年度比23.1%

10.3 前
 年度からの増減（2014年度見込み、2015年度
予測）

増、セキュリティ機器が前年度比33.1%増と、セキュリティ用途
として使われる製品群が大きな伸びを示している。また、その

⑴

他には、温度センサ・放射温度計が前年度比18.5%増の伸び

常時雇用従業員数

2014年度は、前（2013）年度より増加した企業が10社、同

を示しており、人体センサなどとともに省エネ用途として使用可

等が46社、減少が６社であった。2015年度は、本（2014）年

能な製品群も10%を越える伸びを示している。

度より増加させる企業が10社、同等が35社、減少が17社で

セキュリティ分野では、近年の企業、個人の防犯意識の高ま

あった。

りによって、人体センサ、赤外線カメラ等のセキュリティ機器の
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11.

回答社数の多い上位３つの増減の傾向（2014年度→2015

11.1

年度）は、
（１）同等→同等（29社）、
（２）同等→減少（12

はじめに

光産業の振興を目的として、世界に先駆けて我が国に当協

社）、
（３）増加→増加及び同等→増加（各５社）であった。
⑵

IOA会議に見る国際動向

研究開発者数

会が設立されたのは1980年であるが、その後90年代に入って

2014年度は、前（2013）年度より増加した企業が８社、同

世界各地で類似の組織が設立されるようになった。1996年７

等が50社、減少が４社であった。2015年度は、本（2014）年

月、当協会がホスト団体となり、その時点で設立されていた

度より増加させる企業が10社、同等が41社、減少が11社で

O I DA（O p t o e l e c t r o n i c s I n d u s t r y D e v e l o p m e n t

あった。

Associat ion、米国）、PI DA（Photonics I ndustry a nd
Tech nolog y Development Associat ion、台湾）、S OA
（Scottish Optoelectronics Association、スコットランド）に

社）、
（３）同等→増加（４社）であった。

働きかけ、光産業技術に関する情報交換の場として、４団体に

⑶

回答社数の多い上位３つの増減の傾向（2014年度→2015
年度）は、
（１）同等→同等（32社）、
（２）同等→減少（８
研究開発投資額

よる光関連団体国際会議が開催された。その後、毎年１回開催

2014年度は、前（2013）年度より増加した企業が22社、同

され、2007年度からは、IOA （International Optoelectronics

等が29社、減少が11社であった。2015年度は、本（2014）年

Association）と称しており、2000年代に入り参加団体が増え

度より増加させる企業が24社、同等が18社、減少が20社で

続け、現在は９団体が加盟している。
本年度（2014年度）は、IOAとなってから８回目（通算第19回）

あった。

の会議が、OIDA（米国）がホスト団体となり11月に米国のワシン
トンDCで開催され、６団体が参加した。ここでは、この会議での

同等→増加（10社）、
（３）同等→減少（８社）であった。

発表資料をベースに世界および主要国の光産業の動向について

⑷

回答社数の多い上位３つの増減の傾向（2014年度→2015
年度）は、
（１）同等→同等及び増加→増加（各11社）、
（２）
国内生産額（参考）

概説する。なお、光産業のカテゴリの定義は各団体とも当協会

2014年度は、前（2013）年度より増加した企業が17社、同

の分類を一応ベースにしているが、団体による独自性もあるた
め、我が国との厳密な意味での相互比較はできない。

等が36社、減少が９社であった。2015年度は、本（2014）年
度より増加させる企業が21社、同等が28社、減少が13社で

11.2 世界の光産業の動向
11.2.1 世界全体の光産業の動向

あった。
回答社数の多い上位３つの増減の傾向（2014年度→2015

毎年定期的に世界および台湾の光産業の動向をレポートし

年度）は、
（１）同等→同等（23社）、
（２）同等→増加（10

ているPIDA（台湾）は、今回2011～2016年までの世界市場規

社）、
（３）増加→増加（９社）であった。

模の実績及び予測を図9のように示した。2012年に３%減少し
たが、2013年以降、世界市場は順調に回復し、2013年は４%、
10億米ドル
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世界の光産業市場の動向（PIDA資料より）
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光産業動向調査
2014年も８%の増加を見込んでいる。更に、2015年・16年も
10%程度の増加を予想しており、世界の光産業は確実に成長し
ている。

11.2.2

各国の光産業の動向

光産業動向に関する各国の概況は、以下の通りである。
⑴

台湾（PIDA報告）
PIDAによれば、台湾の光産業は、2012年及び2013年とマ
イナス成長になったが、2014年には５%と若干の増加を見込
んでいる。市場を牽引しているのはフラットパネルディスプレ
イであるが、ほぼ横ばいの状態であり、光記録分野が減少
傾向にある。

⑵

米国（OIDA報告）
米国では、太陽電池分野が大きなシェアを占めており、通
信分野・LED及びイメージング分野がこれに続いている。

⑶

スコットランド（SOA報告）
スコットランドでは、防衛やイメージング・センシング分野
が順調に成長している。ただし、これらを除く他の分野では
若干の減少傾向である。

⑷

スイス（Swiss Photonics 報告）
スイスの光産業における総収入は、2009年に急減してか
ら徐々に回復して来たが、2012年は20%近くの減少となっ
た。この原因は、太陽電池分野の急減である。一方、レーザ
加工分野と画像処理分野が牽引している。なお、太陽電池
分野は、まだ10%程度のシェアを占めているが、今後は徐々
にシェアが減少して行くだろうと報告された。
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光技術動向調査
1.

はじめに

光電子融合技術として、シリコンフォトニクスの研究開発が

当協会では、光技術動向調査事業として、毎年、最新光技

活性化している。パッシブデバイスにおいては、SOI（Silicon

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

on Insulator）基板を用いることにより、面内均一性の向上や、

査研究を行っている。今年度は、光無機材料・デバイス、光情

構造設計の自由度向上により光を伝搬する導波路だけでなく、

報通信、情報処理フォトニクス、光加工・計測、光エネルギー、

様々な機能を有するデバイス開発が可能である。均一性に関し

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

ては、AWG（Arrayed Waveguide Grating）波長分波素子の

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、

300mmウエハプロセスにて、波長ばらつき３nm以下が達成さ

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

れた。また、導波路の偏波ダイバーシティや偏波多重伝送の実

の分野のトピックスを19件の記事として掲載した。また、2015

現のために、偏波回転ブラッググレーティングを用いた選択波

年10月14日～16日に開催されるインターオプト2015の光技術動

長の偏波変換や偏波無依存波長フィルタが実現された。光源

向セミナーで紹介される予定である。

に関しては、Ⅲ-Ⅴ族半導体レーザの利用が不可欠であることか

2.

2.1

ら、Ⅲ-Ⅴ族半導体をSiプラットフォーム上に形成する異種基板

光無機材料・デバイス

接合技術が必要で、直接接合技術と樹脂接合技術に関して多

テラヘルツ・中赤外域

くの研究機関が取り組んでおり、実用化が期待されている。一

テラヘルツ領域は、ガスや生体分子等の様々な材料におい

方、InP基板上の集積プロセスに関しては、これまでの強度変

て特徴的なスペクトルを有するため、安全・安心のための各種

調方式から位相変調方式による大容量化が検討されているこ

機器への適用が期待されている。実用化に向けては簡便で高

とから、光源と変調器の集積化に加え、多モード干渉型光ミキ

出力な光源や高感度な検出器が課題となっている。

サやマッハツェンダ型変調器、受光素子等の集積化まで、その

検出器では、非冷却赤外線イメージセンサにおいて、MEMS

集積度が大規模化している。そして、小型コヒーレント受信器と

技術を用いた抵抗ボロメータ方式による高精細化が進み、12μm

して、CFP/CFP２（C Form-factor Pluggable）トランシーバに

の画素ピッチが達成されている。赤外線イメージセンサは、

搭載可能なサイズで128Gbit/s DP-QPSK復調動作に成功して

サーモグラフィやナイトビジョンなどへの応用が期待されること

いる。光モジュールにおける光源の実装は、アクティブアライメ

から、今後さらなる微細化および低コスト化実現への期待が高

ント方式とパッシブアライメント方式がある。高精度なアライメ

まっている。一方、InAs/GaSb Type II超格子赤外線検出器

ントを要求される実装においては、アクティブ方式が主流で

においては、高精度な検出が可能なことから、カットオフ波長６μm

あったが、パッシブ方式の実装精度の向上により実装精度

で10％以上の量子効率が達成されており、さらなるカットオフ

0.41µm（３σ）が可能となり、シリコンフォトニクス分野の量産

波長の長波長化および性能向上への期待が高まっている。

化に有望な技術となっている。

光源に関しては、従来のGaAs系材料を用いた量子カスケー

2.3

ドレーザ（QCL）で高温動作化、低周波数化に向けた取り組み

可視・紫外域

可視域での光源技術は、高輝度レーザを用いたプロジェクタ

が注目されており、間接注入機構の導入によって、動作温度

により高付加価値シネマ市場へも適用分野が拡大している。

160Kにて1.89THzの発振に成功し、その有効性が確認され

また、照明用LEDの高出力化として、m面GaN基板を用いる

た。また、GaN系材料を用いてGaAs系材料では物性的に達成

ことにより、紫波長域で、効率向上が確認された。

できていない周波数帯５～12THzのレーザ発振実現に向けて
開発が進んでいる。GaN系QCLとしては、世界初の発振周波

紫外域の光源は、環境負荷の高い水銀ランプ等の代替とし

数～5.5THzまでのレーザ発振に成功しており、さらなる高周波

ても注目されており、AlGaN系半極性面基板を用い、結晶成長

数帯での発振および高温・高出力動作実現が期待されてい

条件の最適化によって平坦な結晶成長が実現されたことによ

る。

り、輻射再結合過程の高速化が図られ、高効率化の可能性が

2.2

見いだされた。SiCフォトニック結晶を用いるデバイスは、強度

近赤外域（光通信用波長域）

光入力耐性向上および超広帯域動作の観点から、Siフォトニッ

近赤外域の半導体レーザは、主に光通信分野で開発が進ん

ク結晶デバイスの限界を超えるものとして注目されており、実際

できたが、発光領域の大面積化と発振ビーム品質の両立が困

に多光子吸収抑制効果、広帯域動作、温度安定性が確認され

難であったため、高出力化が難しく、応用領域は広がっていな

た。

かった。しかし、フォトニック結晶面発光レーザ（PCSEL）に

選択的な波長を発光させることが可能なLEDを用いること

よって、高出力・高ビーム品質のレーザ発振に成功し、最大出力

により、植物工場や農業害虫防除の分野において、高品質で計

として1.5W以上、発振波長941.5nm、波長幅0.02nm以下、サイ

画的かつ無農薬で安全・安心な植物の供給技術開発が進んで

ドモード抑制比60dB以上の単一波長発振が達成され、様々な

いる。植物工場分野においては、含有成分や成長スピードのみ

応用分野への普及が期待されるようになった。また、発振波長

ならず食感までもコントロール可能となり、高付加価値を有す

の温度依存性低減のために、GaAsBi系半導体レーザが取り上

る野菜のビジネス化への魅力が増している。また、人々のグ

げられ、結晶成長の困難さから試作段階であるが、レーザ発振

ローバルな移動にともない、海外からの積荷に紛れて伝染病を

を達成し、発振波長の温度係数を、GaAs系レーザに比べ45％

媒介する虫の侵入が話題になったが、多波長LEDの開発によ

まで減少させている。

り、各種波長や強度における害虫の誘引行動や防除効果に対
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3.2

する理解が進み、光を用いて害虫採集や防除、産卵抑制が可

3.

メトロ・コア領域における動向

メトロ・コア領域では、ネットワーク高信頼化・保守簡易化、

能となる技術が開発されようとしている。

柔軟性向上・ソフトウェア連携、伝送方式・ノード・光トランシー

光情報通信

バ技術、光ファイバ、光集積技術の技術動向について調査し

2014年度の光情報通信に関する光技術動向調査は、光技術

た。

動向調査委員会と技術戦略策定委員会の下に光情報通信技

メトロ・コアネットワークは、多数の装置や複数のネットワー

術合同専門委員会を設置し、2030年代に向けた光情報通信

クで構成されるため、運用管理が複雑になることがコスト増大

技術のロードマップ策定の一環として実施した。光情報通信の

要因の一つとなっている。SDNで一元的に管理し、ネットワー

適用領域としては、メトロ・コアネットワーク、アクセスネットワー

クを大容量、高速接続性を有する資源プールとして扱い、資源

クが一般的だが、最近ではモバイルトラフィックを収容する光ア

割り当ての自由度を高めることを目指した開発が進められてい

クセスネットワークという意味で、モバイル分野も含まれると考

る。マルチレイヤネットワークを統一的に制御することで、オペ

えられる。また、クラウドに代表される最近の新しいサービスで

レーションの簡易化により保守稼働を削減する。

は、トラフィックが主にデータセンタへと集まる傾向があり、

また、長距離・大容量伝送のために、デジタル信号処理技術

データセンタ内外、データセンタ間のトラフィックが、今後は膨

の進展が期待されており、波長間のクロストークの低減などに

大になると予想される。したがって、データセンタ、メトロ・コア、

よる超高密度多重化やファイバ内の非線形効果による伝送品

アクセス・モバイルの３領域での技術動向調査を実施した。

質劣化の低減などに関する研究が数多くなされている。これら

3.1

の高性能化に関する研究と並行して、光トランシーバや光ノー

データセンタ領域における動向

ド制御の観点から、サイズ、コストおよび消費電力の低減を実

データセンタネットワークにおける、柔軟性向上・ソフトウェア

現していく研究も精力的に行われている。

連携、データセンタ技術、伝送技術、大規模高速光スイッチ、光

現在使用されている１本の光ファイバで伝送できる伝送容量

ファイバ、光集積技術、シリコンフォトニクスの技術動向につい

は100Tbps程度が限界とされており、伝送容量をモードの数だ

て調査した。

け増やすことができるFMF（Few Mode Fiber）、一つのク

仮想化環境においてネットワーク資源の設定をソフトウェア

ラッド内に複数のコアを配置することで空間的な多重を実現す

により集中制御するSDN（Software-Defined Networking）

るMCF（Multi-Core Fiber）、およびFMF・MCFの光増幅技

は、データセンタネットワークの詳細な構成を意識せずに任意

術の開発が進められている。また、デジタル信号処理回路の高

のトラフィックを柔軟に制御できるため、サービス提供時間の

速化、小型化、そのための半導体集積化に関する検討が進め

短縮化、データセンタ運用コストの削減、アプリケーションと

られている。

ネットワークを連携させた新規サービスの創出などが期待され

3.3

る。近年では、SDNにより、データセンタ内だけではなく、デー

アクセス・モバイル領域における動向

アクセス・モバイル領域では、光アクセスネットワークと端末

タセンタ間を超高速光ネットワークで接続して広域クラウドを

の小型化・低消費電力化を目的としたシリコンフォトニクスの

構成する実証実験が行われている。

技術動向について調査した。

データセンタ内のサーバの増加により、サーバ間を流れるトラ
フィックが増加するため、サーバ間を接続するネットワークの性

アクセス領域では、高精細動画配信やクラウドコンピュー

能はデータセンタの処理性能に大きく影響する。ネットワークの

ティングなどのサービスの家庭やオフィスへの提供に向けた大

高速化、柔軟性の高いアーキテクチャ、低消費電力化のため

容量な次世代光アクセスシステムの研究開発が進められてい

に、MMF伝送、100GbE/400GbE SMF伝送、光スイッチの開

る。10 G -EPON（10 Gigabit Ethernet Passive Optica l

発が進められている。また、IEEEにおいては、既に標準化が

Network）やXG-PON（10Gigabit PON）の技術的な検討は収

進んでいる100Gbイーサネットに加え、400Gbイーサネットの標

束してきた。現在、ITU-T/FSANで、40Gbps超級の次世代光

準化が検討されている。

アクセス方式であるNG-PON２（Next Generation PON phase

光ファイバは、データセンタの省スペース化、大容量化のた

２）を標準化中である。NG-PON２では、下り10Gbps／上り

め、配線の高密度化が要求される。高密度ケーブル化技術や

2.5Gbpsの４波多重を基本とするTWDM-PON（Time and

MCF（Multi-Core Fiber）の開発が進められている。Few-

Wavelength Division Multiplexing-PON）を標準化しており、

Mode Fiber（FMF）を用いた短距離伝送実験の報告はあまり

物理レイヤの標準化は2014年12月に完了した。新たな動きとし

ないが、MIMOなどの信号処理技術の進展で適用されていく

て、SDNによる光アクセスネットワーク管理に関する検討が始

可能性はある。

まった。一方、モバイル分野に関しても、モバイルトラフィックの
広帯域化に対応する様々なRoF（Radio on Fiber）技術や、無

光インタフェースは、高速化、低消費電力化、低コスト化に加

線基地局の効率的な収容方式が検討されている。

え、データセンタの大型化に伴う長距離化へ対応するため、

シリコンフォトニクスは、現在のONU（Optical Network

1550/1310nm帯SMF伝送に適し、集積化できるシリコンフォト

Unit）などの端末の小型化に留まらず、複数波長を利用する

ニクスの適用が検討されている。

TWDM-PONに対応するために、光送受信機の小型集積化に
必須であり、波長フィルタ、光変調器、受光器、光入出力部の
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開発が進められている。

4.

びボード間のインターコネクトに使われるアクティブ光ケーブル
（AOC）等が実用化されるに留まっている。今後は、従来の

情報処理フォトニクス

ボード端での電気／光変換に代わってLSIモジュール近傍、更

情報処理フォトニクスでは、光メモリ、光インターコネクショ

にはモジュール内での電気 ／光変 換が必 要となり、L S Iモ

ン、光演算の３分野の技術動向調査を行っている。デジタル技

ジュール内で電気／光変換を行なう光インターポーザや、最終

術が高度に進化し続けており、特に計算機、携帯機器、無線・

的にはLSI電子回路と光回路をモノリシック集積することを目

有線通信技術の飛躍的な進展に伴い我々が扱う情報量は爆

指すシリコンフォトニクスが、インターコネクトの必然的なアプ

発的に増加している。また、科学技術の発展においても大量の

ローチであると言える。

データを高速に扱う計算機科学や第３の科学と言われる計算

この分野は2020年ころまでに数億ドル規模の市場になるこ

科学において、スーパーコンピュータに代表されるペタフロップ

とが予想されており、多くのプレーヤーが参入して多様な方式

スコンピューティングやその先のエクサフロップスコンピュー

を提案し、標準化やアライアンスを通じて主導権獲得を目指し

ティングに向けた技術開発が重要である。情報処理フォトニク

ている。また、この領域はコストに対する要求が非常に厳しく、

スでは、このような次世代大容量情報処理に関わる光技術につ

製品化に向けて、特に組み立てコストおよび検査コストの低減

いて動向調査を行っている。

のため、パッケージング技術やコネクタ技術についても多くの

4.1

提案が出始めている。

光メモリ

4.3

総務省の平成26年版情報通信白書によれば全世界にある

光演算

データ量は2011年の約1.8ZB（1.8兆GB）から2020年には約

光演算の応用分野の拡がりは大きく、顕微鏡の結像理論か

40ZB（40兆GB）に達するとされている。このような大容量デー

らホログラフィやフーリエ光学など、多岐にわたっている。光演

タは全世界の記録メディアの総記録容量を上回っており、記録

算の基本は情報媒体とする超並列、超高速の高分解能空間信

メディアの記録容量の更なる向上が必要不可欠である。

号制御にある。光演算システムの実現には基礎科学から産業

ここ数年の光メモリ研究および開発の動向として、アーカイ

技術まで広がる横断的な分野からの要素技術が目的に応じて

ブ用途への展開が加速している。光ディスクメモリは20年以上

融合され、新しい機能の光演算システムとして創出される必要

の長期データ保存の総コストの点で、磁気ハードディスクや磁

がある。

気テープと比較して1.8倍から4.8倍ほど優位であるとの試算が

光演算への期待としては、現状の電子回路において更なる高

示されている。また、光ディスク自体は水害などに強固である

速化・省電力化が困難である分野や、現状の技術では電子デ

事例が報告されていることから「長期データ保存は光メモリ」

バイスを組み込まずに光情報としてのみ処理するほうが利点の

という流れとなっている。しかしながら、現状のBDベースでの

高いセンシングシステムへの応用があげられる。

記録容量は128GB程度である。競合技術との差を埋めるには

近年、光学系と計算機処理を融合させて、深い被写界深度

記録容量とデータ転送速度を向上させるためのロードマップの

や超解像処理などを行うコンピュテーショナルイメージングとい

作成とそれを支える記録方式、材料、信号処理技術といった基

う分野が盛んに研究されており、ホットなトピックスとしては、シ

礎研究が重要になる。

ングルピクセルイメージング（点検出器によるイメージング）と
ライトフィールド（光線情報）による被写界深度の拡張等が挙

また、従来から光ディスク技術のバイオ応用や相変化材料の

げられる。

デバイス応用など、光メモリ開発で培われた技術を他の分野に

ディジタルホログラフィでは、従来利用されていた可視光や

応用する開発が進められている。

4.2

近赤外光だけでなく、X線、テラヘルツ帯域にまで帯域が拡大

光インターコネクション

され、多波長化、インコヒーレント光源の利用など、新たな方法

データセンタやスーパーコンピュータで処理される情報量は

が提案された。さらに、蛍光顕微鏡や光トラップ、コンフォーカ

今後も飛躍的に増加し、その増加ペースは単一のプロセッサや

ル系と組み合わせたハイブリッドシステム等、様々な新規技術

メモリの性能の伸びを大きく上回ると予測されている。このデ

も提案されている。

バイス性能の伸びとシステムの情報処理量ニーズの伸びとの

光の回折限界に比べて十分小さな領域において展開される

ギャップを埋める方法は、基本的にはデバイスの数を増やして

光物理現象を研究対象とするナノフォトニクスでは、ナノ領域に

並列処理するしかなく、LSIチップ内のメニーコア化からデータ

おける種々のゆらぎを近接場光相互作用により適切かつ自律

センタやスーパーコンピュータ内のクラスタ化まで、ITシステム

的に制御し、その結果として発現される特徴的な光機能を活

のあらゆる階層でIT資源の並列化が進展している。このため、

用する提案がされている。

並列化したデバイスを相互に接続するインターコネクトがシステ

光の並列性を活かしたアナログ情報である光相関技術に関

ム全体の性能・コスト・消費電力等に与える影響は、今後ます

しても、異なる光相関原理に基づく様々な技術や応用システム

ます増加するものと予測されている。

が提案されている。

光インターコネクションはこうしたインターコネクトの問題を

光演算は、光メモリ、光計測、光インターコネクト、光通信、情

解決する手段として期待されているが、現状では、接続距離が

報通信科学等の基礎課題に組み込みが可能な技術であり、さ

比較的長いスーパーコンピュータやデータセンタ内のラック間及

らに多くの分野に展開できる大きな可能性を持っている。
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5.

光加工・計測

5.3

計測技術

今年度の光加工・計測分野の調査では、光源技術として「国

最近のCMOSイメージセンサはカメラのフィルムの置き換え

内のファイバレーザ動向」、
「高出力パルスCO2レーザ」を、加

ではなく、デジタル技術を駆使した“コンピュテーショナルカメラ

工技術として「３Dプリンティング」、
「レーザによる樹脂表面改

システム”へと進化している。入力光信号に空間的／時間的変

質と選択的めっきを用いたMID工法」を、計測技術としては

調を与え、得られた画像を信号処理することで、より多くの情報

「低ノイズ・高時間分解能CMOSイメージセンサ」、
「レーザ超

を取得することが可能になっている。また、新たに開発された

音波可視化技術」を、医療関連技術として「ラマン分光イメージ

ラテラル電界制御電荷変調素子を用いて、低ノイズ・高時間分

ング」を取り上げた。

解能のCMOSセンサが実現されている。

5.1

部欠陥検出に利用するレーザ超音波可視化技術が開発されて

また、パルスレーザを構造物に照射して発生する超音波を内

光源技術

ファイバレーザについては、国内と海外の開発動向を隔年で

いる。励起レーザを物体表面で走査することで超音波を発生

調査しているが、今年度は国内の動向を中心に調査を行った。

させ、固定したプローブでその伝搬信号を受信する。内部欠陥

高出力化については、国内でも２～４kW機が市販されるように

からの超音波エコーを信号処理してカメラ画像に重ね合わせる

なってきており、海外の100kW機には及ばないが、市場のボ

ことで、試験体内部の様子を把握することができる。

リュームゾーンにおけるラインアップの拡充が図られつつある。

5.4

これらのファイバレーザは切断や積層造形等の用途でレーザ

医療関連技術

顕微鏡の光学系とラマン分光器を組み合わせたラマン顕微

加工機に搭載されている。また、CW（連続波）の高出力化と並

鏡が国内外で広く普及している。非破壊的に物質の化学組成

行して、パルスファイバレーザの技術開発も進められている。
一方、CO 2レーザの新たな用途展開として、20nm以下の微

や分子構造を解析できるラマン分光であるが、自発ラマン散乱

細加工に使われようとしている点が注目される。波長10μmの

は微弱である。この微弱なラマン光を活用し高速で画像化する

光を直接使うのではなく、CO2レーザ光源を極端紫外光発生の

技術開発が進められている。また、非線形ラマン分光イメージ

ドライバ（励起源）として用いるものである。半導体リソグラ

ング技術は、医学・生物学分野において、染色や蛍光標識をせ

フィ用に波長13.5nmの光源開発が進められているが、このよう

ずに細胞や組織中の生体分子の局在や動態を解析できる手法

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

として注目されている。

であるため、プラズマの発 光を利用することになる。所望の

6.

13.5nm光を効率良く発生させるには一工夫必要であるが、メイ
ンのドライバとして20～40kWのパルスCO2レーザが開発されて

2012年度の全世界の太陽光発電システム導入量は2011年度

いる。

5.2

光エネルギー

と横ばいの約30GWであったが、2013年度には、大きなシェア
をもっていたドイツのシステム導入量が急激に減少したにもか

加工技術

かわらず、38.4GWと再び増加傾向になった。これは、主に日

技 術 及び 市 場 が 急 激 に 進 化 、拡 大して いるA d d i t i v e

本、中国等のアジア地域およびアメリカの導入量が大きく増加

Manufacturing（AM：付加製造、３Dプリンティング）の最新

したことに起因する。つまり、太陽光発電システムの導入が、環

技術動向として、CO 2レーザ及びファイバレーザを用いた粉末

境先進地域であったヨーロッパから、アジアおよびアメリカにも

造形に関する報告を整理した。一般的に樹脂用の装置には

移行しつつあることが言える。

CO2レーザ、金属用の装置にはファイバレーザが搭載されてお

技術開発においては、各種太陽電池において引き続きエネ

り、いずれも熱源としてコストパフォーマンスに優れた光源が採

ルギー変換効率の向上が図られており、パナソニックのHIT

用されている。また、欧米日に加えて中国での技術開発が著し

（ヘテロ接合型）太陽電池、ドイツZSW（太陽エネルギー水素

い。

研究センター）のCu（InGa）Se 2 太陽電池、First Solar社（米

また、新たなレーザ加工技術として、レーザを用いたMID

国）のCdTe太陽電池やペロブスカイト型太陽電池などいくつ

（Molded Interconnect Device：成形回路部品）工法に関す

かの重要な太陽電池において、エネルギー変換効率の更新が

る調査を行った。MIDとは、立体的な樹脂成形体の表面に金

相次いで報告された。一方、アモルファスSi太陽電池、色素増

属の電気回路パターンを形成することにより、機械的機能と電

感太陽電池、有機薄膜太陽電池は、効率の伸びが鈍化あるい

気的機能を併せ持たせた部品のことであり、様々な電子・通信

は変換効率が10%台にとどまっており、アモルファスSi太陽電

機器に使われている。製造工程中、めっきやエッチング工程の

池はタンデム型が比較的作製しやすいために人工光合成と組

合間に成形体表面にレーザで微細な加工を施すことで高付加

み合わせて、また、色素増感太陽電池・有機薄膜太陽電池は、

価値の部品が作製される。また、超短パルスレーザを用いるこ

屋内照明光に対して効率が高いために屋内で使用するセン

とで、より広範な樹脂材料に対する光吸収が可能となり、加工

サー等の電子機器への搭載を狙うなどの多用途化も模索され

対象の樹脂の品質低下も抑制できることから、MID工法への

ている。
2014年度には、固定価格買取制度（FIT制度）の転換など、

超短パルスレーザの応用が試みられている。

日本でも太陽光発電システムをめぐる環境に様々な変化が起き
ている。今後の太陽光発電システムの導入動向を考える上で
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は、エネルギー変換効率等の技術動向に加えて、太陽光発電

造の解析研究、分子配向、層分離構造、理論限界効率の議論

システムを取り巻く社会環境の動向にも注視していく必要があ

も活発である。

る。

6.1

6.5

結晶系シリコン太陽電池

超高効率太陽電池

多接合型太陽電池の分野では、Wafer Bonding技術が意欲

本年度は、結晶シリコン太陽電池にとって、長く世界記録とし

的に研究開発されている。Fraunhofer ISEのグループは、四

て君臨したM. Green教授の変換効率25%を上回るセルの発表

接 合および 五接 合型太 陽電池を用いた集光 型太 陽電池モ

（パナソニック：2 5.6%、シャープ：2 5.1%、Sun Power社：

ジュールの作製を行っており、CSOC（Concentrator Standard

25.0%）があり、飛躍的な進歩を遂げた年であった。一方、日本

O p e r a t i o n C o n d i t i o n ）の 条 件 下 で 3 5 . 0 ％ 、C S T C

では、高額に設定されたFIT制度の影響が表面化しており、今

（Concentrator Standard Test Condition）の条件下で36.7％

一度、過度な期待や熱狂を排した現実的な議論が必要な時期

の変換効率を報告している。大同特殊鋼は、Lattice-Matched

を迎えている。規制緩和等の政策による支援は勿論必要であ

（LM）三接合型太陽電池セルとFresnel-Köhler光学系を用い

るが、経済合理性をベースとした太陽光発電の導入促進が理

た集光型太陽電池モジュールを開発し、CSTC条件下で32.3％

想であり、発電コスト低減こそが導入促進の王道であることは

の変換効率を報告している。現在、結晶Si太陽電池の変換効

言うまでもない。従って、結晶シリコン太陽電池では、当分の

率はShockley-Queisserの理論値にほぼ到達しているため、高

間、製造コスト低減と大量生産可能なモジュール変換効率向上

効率化、低コスト化が展望可能な、中間バンド型量子ドット太

を目指した技術開発がトレンドとなると思われる。

陽電池の研究が活発になっている。東京大学の研究開発グ

6.2

ループは、世界初の量子ドット太陽電池搭載の集光モジュール

化合物薄膜系太陽電池

を開発した。105倍集光時に量子ドットセルの集光モジュール

CIS（銅、インジウム、セレン）系薄膜太陽電池技術のトピッ

で15.3%、単接合GaAsセルの集光モジュールで19.0%を記録し

クスは、ドイツのZ S Wによる「三 段 階 法（T h r e e s t a g e

ており、量子ドットの総数を増やすために面内密度、積層数を

method）」を用いた従来の最高効率20.8％を超える21.7％の

増やすこと等が当面の課題であることが報告された。

達成と、ソーラーフロンティアが「セレン化後の硫化法」を用い

6.6

て、最高効率20.9％を達成したことである。この成果は、異なる

評価技術

p型CIS系光吸収層の製膜法であっても、変換効率20％超の実

セルおよびモジュールの標準化は、主にIECで規定されてお

現が可能であることを示した。また、CdTe太陽電池技術では、

り、６月および10月の釜山、アナーバ会合で、多くの新規、改訂

First Solar社（米国）が、モジュール効率で世界最高の17.0％を

規格の審議がTC 82/WG 2で行われた。一方、JIS規格は、日

達成した。これは、CdTe太陽電池がp型単結晶Si太陽電池と

本電気工業会（JEMA）の太陽光発電セル・モジュール分科会

性能面で真に競合可能であることを示しており、単結晶Si太陽

で審議されている。
最近重要性が増している技術として、広域での発電量推定

電池モジュールがFirst Solar社の目標コストを実現するために

がある。Fraunhofer ISEは、26地点のPVシステムについて、発

は、ウェハー価格の大幅な下落が必要となりつつある。

6.3

電量推定値と実測値の比較検討を行った。その結果、衛星デー

色素増感・ペロブスカイト太陽電池

タをベースにした推定値を利用することにより、実測値と推定

色素増感太陽電池は、公的機関測定のセルでの変換効率更

値の誤差を抑える（約５％以内）ことに成功したことを報告して

2

新は無かったが、24.19cm のミニモジュールで10.4%の効率更

いる。また、産総研は、高精度な屋内測定をベースに発電量推

新があった。低照度、高効率、高い可視光透過率を活かした

定を行い、日射、温度データに実測値を使用することで、現状

室内用デバイスや窓用太陽電池の検討も進みつつある。しか

の手法で推定値と実測値が約３％以内に一致することを報告

し、色素増感太陽電池の研究者がペロブスカイト太陽電池に

した。

シフトしており、研究者人口が減少している傾向にある。

6.7

一方、ペロブスカイト太陽電池は注目度が更に高まってい

モジュール部材

る。小面積セルでの変換効率は20%を超え、フレキシブルセル

長期間屋外に結晶シリコン系太陽電池モジュールを曝露する

も変換効率が10%を超えた。また、Pbフリーのペロブスカイト

と劣化する。従来、この要因は、モジュール内に浸透した水蒸

材料の研究も進んでいる。世界中で研究開発が進められてお

気自体によるものと考えられていたが、最近、封止材に使用さ

り、今後も動向に目が離せない状況である。

れているEVA（エチレン酢酸ビニル共重体）が水蒸気で加水分

6.4

解し酢酸を発生、それがセルのフィンガー電極部を腐食する化

有機薄膜太陽電池

学的腐食劣化が一つの要因であることが明らかになり、酸を発

有機薄膜太陽電池（OPV）は、毎年、変換効率が向上してお

生させない封止材の開発が重要になってきている。

り、2013年初めには現在の最高値である12%が報告された。

6.8

現在、OPVの研究開発は企業が牽引している側面があるが、

スマートグリッド

近年は、大学、公的機関から高効率化のメカニズムや劣化機構

スマートグリッドの目的は、多数の配電網の構成要素、無数

の解析等の報告が増加傾向にある。バルクへテロ接合内部構

の電力需要機器に対して、電力需給に能動的役割を与えるこ
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光技術動向調査
とで、再生可能エネルギーの出力変動を調整し、柔軟な電力シ

討を行った。

ステムを実現することである。再生可能エネルギーを電力シス

近年、三重項励起状態（T1）エネルギーを取り出す新たな機

テムに導入するためには、再生可能エネルギー発電システムの

構として、電流励起により75%の確率で生成する三重項励起子

出力抑制（制御）が可能なことが必要であるが、安定運用のた

を一重項励起状態（S1）へと逆系間交差させることによって、S1

めには、さらに、スマートグリッドシステムの技術を活かす制度

の励起子生成確率を増加させる方法が提案された。この機構

整備や再生可能エネルギーの導入によって各電力システムでど

を用いれば、三重項励起子をS1へと逆系間交差（T1→S1）させ

れだけ変動が増加するかを含めた電力システム全体の設備構

た後に、TADFとしてそのエネルギーを取り出すことが可能とな

成のあり方についても議論・検討が必要である。

り、原理的に電流励起により生成された全励起子を「一重項励

6.9

起エネルギー」として利用することができる。また、重原子によ

メガソーラー技術

るスピン軌道相互作用を用いなくても良いため、リン光材料で

日本の太陽光発電システムは、主に住宅用を中心に導入が

必要であったイリジウムや白金等のレアメタル元素を含有する

進んできたが、平成24年７月のFITの施行により、遅れていた

必要はなく、その分子設計の自由度も飛躍的に高まることが期

大規模太陽光発電も本格的な導入・普及が始まっている。発

待される。TADF発光材料は、今後の有機発光材料として大き

電所は、系統電圧により、低圧連系（～50 kW未満）、高圧連系

な可能性を秘めている材料であると言える。

（50 kW～２MW未満）、特別高圧連系（２MW以上）の３つ

7.2

に分類され、現状のメガソーラーの多くは、主要電圧である

有機半導体材料

6.6 kVの高圧系統への接続が容易な高圧連系システムである。

これまでの有機半導体材料開発は、１）高移動度、２）大気

また、太陽電池モジュールを装荷する架台には、耐候性、長寿

中でデバイス作製可能な化学的安定性、３）塗布プロセス可能

命等を目的とし、軽量、高耐久、かつ形状自由度が高いFRP

な溶解性を有することに研究の主眼が置かれていた。しかしな

（Fiber Reinforced Plastics）や国産間伐材を有効活用した

がら、有機エレクトロニクスの実用化を目指すためには、デバイ

木製架台等が普及している。

スでの熱・環境・バイアスストレスに対する耐久性や大面積化

6.10

を指向した新規半導体材料の開発が急務である。特に、デバ

エネルギー蓄積

イスの熱耐久性に関しては、現在用いられている電極パターニ

太陽エネルギーを真に実用的なエネルギー源とするために

ングや封止の工程で必要な150ºC以上、使用目的によってはさ

は、光エネルギーを電気等の利用可能なエネルギーに変換する

らに高温での耐久性が必要である。耐久性低分子系有機半導

だけでなく、曇天、雨天及び夜間でも使用可能なエネルギー源

体材料としては、ペンタセンを代表とする蒸着型熱耐久性有機

として蓄積することが重要である。

半導体材料が注目されている。

このエネルギー蓄積の技術として、①水を分解し水素に変換

7.3

して蓄積する方法、②二酸化炭素を還元し炭化水素系の結合

透明導電性材料

を作りエネルギー蓄積する方法の２つの技術分野がある。特

電子部品や電子機器を効率的に製造するプリンテッドエレク

に前者の手法は、次世代のエネルギー蓄積手法として注目され

トロニクス（PE）は、フォトリソグラフィを中心とする従来の製

ており、低コスト化と高いエネルギー変換効率が追求されてい

造方法と比較すると、製造プロセスの大幅な簡略化、短納期

る。また、熱を使用する光エネルギー蓄積技術として、③光エネ

化、装置を含むコストの削減、省資源で低環境負荷、少量多品

ルギーを熱エネルギーに変化させて蓄積する方法、④光エネル

種への対応が可能であり、実用化研究が進められている。近

ギーにより高温状態を作り、その温度で化学反応を進行させエ

年、配線形成だけでなく、半導体、絶縁体形成工程の殆ど全

ネルギーを蓄積させる２つの技術分野がある。特に後者の手

てを、P E 技 術を用いる製 造プ ロセスが、R F I D（ R a d i o

法を用いた熱化学水素製造は、未だ、研究開発段階ではある

frequency identifier）タグ、OLED、有機半導体デバイス等に

が、理論効率の高さや化学プラントとしての大規模化が容易で

おいて検討されている。このような製造プロセスの実現には、

ある点で、次世代エネルギーシステムにおいて重要な役割を担

導電性インク等の材料開発と共に印刷技術及び焼成技術の三

う技術と考えられる。

位一体の技術確立を必要とする。

7.

る。しかし、銀配線のエレクトロマイグレーション（EM）による

導電性インクとしては、銀ナノインクに関する多くの報告があ

光有機材料･デバイス

本年度も、光有機材料・デバイスの技術動向として、有機発

断線が懸念されると共に価格の点から、EM耐性に優れ、原料

光材料、有機半導体材料、透明導電性材料、光機能性材料・

コストの安価な導電性銅ナノインクが注目されている。導電性

デバイス、人工光合成（物質変換）や光有機デバイスの評価法

銅ナノインクは、様々な印刷法に適用可能であり、ポリイミド、

などについて調査した。

ガラス、セラミックなどの様々な基材上で４µΩ・cmの体積抵抗

7.1

率を示す銅回路形成が可能である。また、現在、タッチパネ

有機発光材料

ル、RFID、有機半導体などの基材として注目されているPET

蛍光、リン光発光分子に続く「第三世代」の有機発光材料と

やPENなどの低耐熱性基材上においても、条件によっては、

して 注目されて いる熱 活 性 化 遅 延 蛍 光（T h e r m a l l y

-6
10 Ω・cmオーダの低抵抗な銅皮膜が得られることが報告さ

Activated Delayed Fluorescence : TADF）材料について検

れ、印刷、フォトシンタリングプロセスも含め、ロールツーロール
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プロセスを視野に様々な分野への適応が期待できる。

7.4

置する最近の重要技術として、ウェアラブルコンピューティング
についても調査を行った。

光機能性材料・デバイス

8.1

本年度は、実用化に近い段階の技術が現れてきたソフトコン

医療・ヘルスケア

タクトレンズ（SCL）型センサを取り上げた。生体適合性高分子

健康寿命の延伸には、日常生活での健康モニタリング、診

材料とMEMS技術を融合することでSCL型バイオセンサが開

断・治療の各段階での医療の高度化が求められ、医師と患者

発されている。本センサを日本白色種家兎の眼部に装着し、経

とをつなぐインタフェース技術が重要となる。

口グルコース投与を実施したところ、涙液糖の測定および濃度

このアプリケーション領域では、内視鏡を中心とした診断用

変化のモニタリングが可能であった。また、血糖値と比較した

技術、手術支援ロボットを中心とした治療用技術、予防医療に

結果、数分の時間遅れにて涙液糖の濃度が追従し、濃度変化

関わるヘルスケア用技術が注目されている。診断用技術では、

が相関することが確認され、涙液糖による血糖値の非侵襲評

８K内視鏡の開発と実用化に向けた取り組みや光技術による

価の可能性が示唆された。SCL型センサ等による安全性に優

付加価値を高めた視覚情報の医師への提供、治療用技術で

れたキャビタスセンサ（体腔（Cavitas; Cavity）への着脱が可

は、内視鏡手術を支援するロボット技術やインタフェース技術

能なセンサ）技術は、涙液成分のみならず、多様な生体成分を

の実用化に向けた取り組みが進められている。また、ヘルスケ

対象とした近未来の日常利用型モニタリングデバイスへと展開

ア用技術として、ウェアラブル生体センサと、データを処理する

が可能と考えられる。

超高速で大容量なITインフラとの連携による健康モニタリング

7.5

サービスが拡大している。

人工光合成

8.2

人工光合成については、前年度の水素生成触媒の研究に続

コミュニケーション・教育

スマートフォンやタブレット端末の急激な普及に伴い、パーソ

いて、物質変換系の動向について調査した。
CO 2の１電子還元には、平衡電位として－1.9V（vs標準水素

ナルで密なコミュニケーション、中でもソーシャル・ネットワーキ

電極）もの高いエネルギーが必要であるが、CO2の多電子還元

ング・サービスによる短い文章とアイコン／絵文字、写真を用い

であれば、必要な電位を劇的に低下させることができる。した

たコミュニケーションが急速に普及してきた。さらに、臨場感の

がって、太陽光エネルギーを用いてCO 2還元を行うには、いか

高い広視野な映像を提示するヘッドマウントディスプレイの登

にして多電子還元を達成するかが重要ポイントとなる。ところ

場とともに、各種のアプリケーション開発が進んでいる。また、

が、通常の光反応において、分子が１光子を吸収することで移

遠隔地の複数の空間を接続し、臨場感の高いコミュニケーショ

動できる電子は、原理的に１つである。さらに太陽光下で同一

ンを実現するための、高精細高臨場感の映像通信アプリケー

の分子が再度光を吸収する頻度は、0.1〜１秒に一回程度と見

ションも普及し始めている。

積もられている。このため、太陽光下で単一の分子を用いて多

教育現場でのICT利用は、教育支援やICT活用支援等のシ

電子移動を進行させることは極めて困難である。そこで、メゾ

ステムの充実により本格化しつつある。また、大学や予備校、

ポーラス有機シリカとレニウム系錯体を用いた触媒が開発さ

学習塾などで、テレビ会議型の講義映像配信によるリアルタイ

れ、多電子還元による物質変換に適用できることが確認され

ムな遠隔講義やVoD（Video On Demand）型での講義映像配

た。

信の利用が活発になってきている。

7.6

光有機デバイス

8.3

ウェアラブルコンピューティング

光有機デバイスの代表として有機エレクトロルミネッセンス

携帯電話の普及・発展とともに、モバイルコンピューティング

（有機発光ダイオード）および有機薄膜太陽電池を対象に、こ

が一般 的なコンピュータ利用のスタイルとなってきた。コン

れらのデバイスに共通する課題として界面制御の必要性と、そ

ピュータの小型高性能化、無線通信網の普及といった技術的

の評価技術を取り上げた。その結果、紫外光電子分光法・光電

な背景に加え、
「常にコンピュータを用いる」ことに対する社会

子収量分光法及び逆光電子分光法が有効であり、これら技術

的な受容性が高まったことから、ウェアラブルコンピューティン

の今後の展開を注視する必要があることが示された。

グに新たな商機が見いだされつつある。

8.

スマートグラスはヘルスケア用途への応用の他、産業用途と

光ユーザインタフェース

して、拡張現実感技術との組み合わせが注目されている。国内

インターネットのインフラ整備が進み、無限ともいえる情報

においては物流倉庫でのピッキング作業支援や機械メンテナン

が、いつでもどこでも簡単に入手できるようになった。ビッグ

ス、浄水場での予防保守応用の実証実験など、本格的な実用

データの処理方法も確立されつつある中、玉石混交の大量の

化に向けての取り組みが注目されている。また、腕時計型の

情報の重要度や関連性を判断し、処理するためのユーザインタ

ウェアラブルデバイスも急速に商品化が進んでおり、2014年に

フェースはますます重要な技術となってきている。本分科会で

は腕時計型情報提示デバイス用OS（Android Wear）搭載の

は、光ユーザインタフェースを活用するアプリケーションと、ディ

新製品が登場したのに続き、2015年にはApple Watchの発売

スプレイ、センサデバイスや画像処理などの基盤技術の両面か

が予定されており、注目を集めている。

ら技術動向を調査した。また、アプリケーションとの境界に位
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光技術動向調査
8.4

４K･８K放送

ずの「感覚情報」をコンピュータにより「変調（付加、削除、強

2014年９月に公表された総務省の「４K･８Kのロードマップ」

調、減衰）」することによって拡張された現実世界で様々な情

では、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催年にむけ

報支援を可能にする技術である。各産業分野での応用システム

た取り組みが前倒しされ、2016年に「BSにおいて４K試験放送

において、ユーザインタフェースを構成する要素技術のひとつと

（最大３チャンネル）及び８K試験放送（１チャンネル）を開始

位置づけられる。

（４Kと８Kを時分割で放送）」、2018年に「BS等において４K

この特徴を利用して、医療、観光、教育、保守、建築、芸術、

及び８Kの実用放送開始（2018年までに可能な限り早期に開

エンターテインメント、軍事など、様々な分野への応用が試みら

始）」と明記された。

れており、現在の技術レベルで実現可能な環境表現を用いてど

４K･８Kに関する技術進歩は目覚ましいものがあり、国内の

のようなビジネスモデルを展開するか注目を集めている。その

４K対応テレビの出荷台数は2013年から14年にかけて増加し、

一方で計測精度や頑健性、提示品質の高さといった技術への

ディスプレイ、カメラ、スマートフォンなどの対応機器も普及が

要求もますます高まりつつあり、今後も発展が見込まれる分野

進んでいる。８Kに関してもディスプレイやカメラなど機器の研

である。

究・開発が進展し、性能の向上と小型化、低廉化が進みつつ

8.8

ある。2014年６月からは、試験放送「Channel４K」が開始され

カメラで撮影した映像を計算機に入力して処理することよ

ており、安定運用とともに放送時間の拡大やコンテンツの充実

り、シーンの幾何情報を取得したり、事前に学習した物体が

への取り組みが進められている。

8.5

コンピュータビジョン

シーン中に存在することを検出したりするように、撮影された

ディスプレイデバイス

シーンを「理解」するコンピュータビジョン技術は、人間との光

ディスプレイ技術の進化への期待は相変わらず大きく、従来

ユーザインタフェースを実現するにあたって極めて重要な要素

から続く高精細化等の性能向上に加えて、新たな価値創造が

技術となる。コンピュータビジョンの要素技術の進化において

期待されている。ディスプレイデバイス開発における価値軸とし

は、従来技術のハードウェアによる高速化や、この技術を容易

ては、
「高画質化」「多機能化」「拡張現実」が挙げられる。

に利用可能とする開発環境の発展が研究動向のキーとなって

「高画質化」では、高精細化、大画面化、広色域化が更に進展

いる。一方、撮影されたシーン内に存在する対象を認識する画

し、よりリアリティの高い映像を目指した研究が進んでいる。

像認 識の分 野では、より汎 用的な学習アルゴリズムとして

「多機能化」では、スマートフォンの登場によりタッチ入力機能

ニューラルネットワークを用いた手法が再度注目を集めてい

との融合が図られてきたが、今後はディスプレイのフレキシブル

る。

化、形状自由化により、ディスプレイの配置に対する自由度が

コンピュータビジョン分野では近年大きなパラダイムシフトが

高まることが期待され、フレキシブル化を実現するための基盤

起き、急速な性能向上が実現されつつある。光ユーザインタ

技術開発が進んでいる。「拡張現実」では、その実現のための

フェースの今後にとって、コンピュータビジョン分野の進化が重

新たなディスプレイデバイスの提案や、技術の進展が見られ

要な鍵を握ると思われる。

る。

8.6

8.9

３Dディスプレイ

光センシング

カメラ技術は光ユーザインタフェースにおける入力機器の基

３Dディスプレイの立体表示方式には、観視者の左右の目に

幹となる要素技術である。CMOS/CCDイメージセンサの高画

それぞれ対応した映像を提示する２眼式立体表示方式、複数

質化、高精細化によりデジタルカメラやモバイル搭載カメラは

の方向から見た映像を表示することで、視点の移動に応じた３

近年、爆発的に普及してきた。カメラの基本性能である画質向

D映像を観視者に提示する多眼式立体表示方式、物体からの

上、および小型化への強いニーズに対し、イメージセンサの画

光と等価な光を再生することにより、空間に物体の光学像を再

素ピッチは微細加工技術の進展によって年々縮小されて既に

現する空間像再生型立体表示方式がある。この中でも空間像

サブミクロンレベルに至り、回折限界に近づいているが、高い

再生型立体表示は、自然な立体表示が可能な方式とされてい

臨場感を与える高精細画像の要望は依然強い。従って、これを

るが、再生像の品質を高めるためには、膨大な情報を記録、再

支えるイメージセンサの高感度化、低ノイズ化等、技術進化の

生するための高精細なデバイスの開発が必要となる。実用化に

流れは今後も継続すると予想される。

向けて、立体表示に必要な解像度、奥行き再現範囲などの特

一方で、カラー撮像とは逆に、画素に入射する波長の帯域を

性を明確にした上で、デバイス開発やシステム構築を進めるこ

狭くし、特定波長の輝度情報を取得することで、目には見えな

とが重要となる。

い、あるいは見えにくい被写体情報を獲得する分光イメージン

8.7

グは大変有望な技術の一つであり、カメラによるイメージング、

VR・AR技術

センシング分野において、今後、大きな進展が予想される技術

仮想現実感（VR：Virtual Reality）技術とは、コンピュータ

である。

によって「合成」された人工的な世界で、様々な疑似体験を可
能 に する 技 術 である。これ に 対して 拡 張 現 実 感（ A R：
Augmented Reality）技術とは、現実世界から本来得られるは
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9.

9.1

特許動向調査

2006年をピークに減少傾向にあるのに対し、中国特許の公

光産業技術に関する特許動向調査

開件数は2006年以降も横ばい、もしくは、漸増傾向にあり、

光産業技術の特許動向調査として、本年度もワーキング・グ

2 014 年には中国出願の件数が最多となっている。一方、

ループ別に、光通信ネットワーク、光メモリ、ディスプレイ、太陽

PCT出願は、2009年以降、公開件数が増加しており、特に、

光エネルギーの４分野について、過去10年間の特許出願動向

2013年以降、中国出願人による増加が著しい。海外市場を

の定点観測調査および分析を行った。また、トピックスとして、

視野に入れた中国出願人によるPCT出願を活用した知財活

本年度は「光ケーブル」「PV用架台」「光アンプ」「レーザ加

動の活発化がうかがえる。

工」「LED照明」の５テーマを取り上げ、技術キーワード別の調

また、日本特許の公開件数減少において、出願人の国籍

査を含めた詳細な特許動向分析を実施した。以下では、定点

別比較から、2009年以降の日本出願人の減少の影響が大き

観測調査結果について概述する。

いものの、韓国を含む海外出願人の件数も減少していること

⑴

光通信ネットワーク産業

が分かった。なお、米国では、公開特許件数が減少している

光通信ネットワーク分野については、日米欧３極の特許出

ものの、登録特許件数は2011年以降も継続的に増加してお

願について、公開特許件数の年度推移（2005年～2014年）、

り、米国特許商標庁のバックログ圧縮促進に依るところが大

出願人の国籍別比較、技術分野毎の動向調査を実施した。

きいと推測される。

日本の公開特許件数が、2005年以降、増減を繰り返しなが

公開件数の推移等からは、従来のディスプレイ市場および

ら減少し続け、2014年にはピーク時（2005年）のほぼ半分に

技術が成熟期にあることがうかがえるが、今後、HMD等の

まで減少したのに対し、米国公開特許件数は2005年から

新たな市場の活性化や新興国をはじめとする新規市場の開

2011年にいったん減少したものの、2012年から2014年にか

拓により、ディスプレイ産業での特許出願も増加傾向になる

けて増加傾向にある。また、欧州特許においても2008年以

ことが予想されるため、日米欧中の他、インド、ブラジル等で

降は公開件数の減少に歯止めがかかっており、持ち直した

の特許出願の動向にも注目する必要がある。

感がある。国籍別にみた場合、米国特許および欧州特許に

⑷

太陽光エネルギー産業

おいて、中国出願人の件数が大きく増加していることから、

太陽光エネルギー分野では、日米欧中の特許出願につい

光通信ネットワーク分野において、中国国籍の企業等が欧米

て、公開件数の年度推移（2005年～2014年）および出願人

を有望な市場として認識していることの表れといえる。

の国籍別比較等の調査を実施した。日本の公開特許件数

また、2014年に公開された特許のうち、上位10の技術分

は、2008年から2013年まで増加傾向が継続したが、2014年

類で比較すると、日本特許では上位10の技術分類のほとん

は2013年から微減となっている。一方で、米国の公開特許

どが減少傾向を示しているのに対し、米国特許ではほとん

件数は、2012年から減少傾向に転じており、欧州及び中国

どの技術分野が増加傾向にあり、特に、
「プロトコル」、
「伝

でも2014年は減少している。

送制御手段」等の分野が増加している。

出願人の国籍では、日本企業による出願が多く、日欧の10
年間の累計公開件数の１位はシャープ、米国の１位は三洋電

今まで以上に海外の特許動向を把握するとともに、差別化

機である。日本における累計公開特許件数の上位20社すべ

技術に継続的に出願を促進していく等、戦略的に出願を推

てが日本企業であり、米国では上位20社中５社、欧州では

進していくことがますます重要になっている。

上位20社中16社と、日本企業の占有率は高い。我が国はこ

⑵

事業の海外展開や競合企業のグローバル戦略を踏まえ、

光メモリ産業

の分野に関する研究開発で依然として世界トップクラスにあ

光メモリ技術では、日米欧中の特許出願について、公開件

り、この傾向は今後も続くものと予測される。

数の年度推移（2005年～2014年）、出願人の国籍別比較、お

9.2

よび、企業別比較等の調査を実施した。2013年度と比較し

特許庁との懇談会（2014年12月12日）

て、公開特許件数は、日本特許（37%減）、米国特許（16%

特許庁から特許審査第一部 瀬川 勝久 光デバイス 審査監

減）、欧州特許（34%減）、中国特許（25%減）といずれも引

理官はじめ８名の方々にご出席いただき、特許動向調査委員

き続き減少傾向にある。国籍別比較、企業別比較の調査結

会からは、児玉委員長はじめ９名が出席した。当協会からは、

果からも、主要な出願人がいずれも公開件数を減少させて

「光産業技術の特許出願動向と特許庁への要望」と題して、

おり、HDDや半導体メモリの大容量化と低価格化が進むと

児玉委員長から特許動向調査委員会の活動紹介および調査

ともにネットワーク技術の普及と高速伝送技術により、今ま

結果概要報告を行なった。
また、特許庁より、“今後の特許審査の重点施策”と題して、瀬

いることから、技術開発テーマや出願の厳選が進められてい

川審査監理官に講演いただいた。その後、これら講演内容をふ

ると思われる。

まえて、出席者間で熱心な意見交換が行なわれた。

⑶

で光メモリが活用されてきた市場が他方式に置き換えられて

ディスプレイ産業

9.3

ディスプレイ技術では、日米欧中の特許について、公開件

特許フォーラム（2015年３月６日）

数の年度推移（2004年～2014年）、出願人の国籍別比較等

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

の調査を行うとともに、PCT出願についても同様の調査を実

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

施した。本分野では、日米欧特許の公開件数が20 05年～

区）で開催し、賛助会員、一般参加、合わせて90名以上の方々
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光技術動向調査
に出席いただいた。
本年度の特別講演は、前知的財産高等裁判所所長で、現在
はユアサハラ法律特許事務所に所属されている、飯村敏明弁
護士をお招きし、
「技術標準化とFRAND宣言及び標準化特
許の権利行使」－アップル対サムスン（iPhone）知財高裁判決
に関連して－と題し、話題となった実際の裁判事例の紹介を通
して、FRAND宣言された必須特許の差止請求権の制限につ
いての意見募集の結果、および判決の判断理由、損害額の算
定に至るまで、詳細にご講演いただいた他、知財裁判の現状に
ついてもご紹介いただいた。標準化特許の権利行使について、
各国でさまざまな判断がなされる中、出席者からも活発な質疑
がなされ、関心の高さがうかがわれた。
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技術戦略策定
1.

はじめに

しい価値やサービスが創造されていくと考えられる。このよう

当協会では、今後の光産業の発展を見定め、光技術の研究

な光情報通信を使う立場からの重要な要素として、今後もます

開発を方向づけることを目的に、1996年度より光テクノロジー

ます増大するトラフィックを転送するための高速化、コア・メト

ロードマップ策定活動を実施している。この活動は、情報通

ロ・アクセスからデータセンタやモバイルなどへの光情報通信

信、情報記録、ディスプレイ、光エネルギー、光加工の分野にお

の適用領域の拡大、通信サービスの使いやすさ向上やサービ

いて、多くの国家プロジェクトの発足の基盤の一つとして、光産

スの高信頼化があげられる。一方、光情報通信を提供する立

業技術の発展に幅広く貢献してきた。2011年度からは、新たに

場からは、地球温暖化対策への貢献としての低電力化・小型

“2030年代に向けた光技術のロードマップ”の策定を開始し

化、少子・高齢化社会に備えた少ない人手で維持できる社会イ

た。光技術分野として、今後の発展が期待される、情報処理

ンフラの保守運用の簡易化、さらに、社会基盤としての高信頼

フォトニクス、安全・安心フォトニクス、光ユーザインタフェー

なネットワークインフラの実現が重要となる。このように、本年

ス、光情報通信、光加工・計測の５分野を選定し、５ヶ年計画

度の光情報通信・テクノロジーロードマップ策定にあたっては、

で、年度ごとに各分野のロードマップを策定している。単に技

「光通信を使う側」および「光通信を提供する側」のニーズを

術を羅列するのではなく、社会像をまず描くことで課題を想定

明確化したうえで、関係分野の技術動向調査を通じて、必要と

し、解決に必要となる技術に展開していく手法を採用してお

なる光技術とニーズを関連付けた。

り、社会ニーズを出発点としていることが特長としてあげられ

従来から、光情報通信の適用領域はコア・メトロネットワー

る。

ク、アクセスネットワークが一般的だが、最近ではモバイルトラ

４年目にあたる2014年度の光情報通信・テクノロジーロード

フィックを収容する光アクセスネットワークとしてモバイル分野

マップ策定にあたり、技術戦略策定委員会と光技術動向調査

も含まれると考えられる。また、クラウドによる新しいサービス

委員会の下に、産学９名のこの技術領域の専門家が参加した

は、トラフィックがデータセンタへ集まる傾向があるため、今回

光情報通信技術合同専門委員会を設置して、ロードマップの策

のロードマップではデータセンタを一つの領域として取り上げ

定作業を進めた。今後、顕在化してくる高齢化、地球温暖化、

た。

情報爆発などの社会問題を解決し、豊かで、安全・安心な社会

以下、データセンタ、メトロ・コア、アクセス・モバイルの各領

を構築していくためには、2030年には現在の1,000倍の情報量

域のロードマップについて概述する。

を伝送できる高速・大容量化と現在の１/1000の低電力化を実

2.1

現する光情報通信技術が必要とし、これをロードマップのニー

データセンタ領域

データセンタ領域の特徴の一つとして、価格競争力があり、

ズに掲げた。
ロードマップの対象領域をデータセンタ、メトロ・コア、アクセ

最先端の高速光伝送技術ではなく、標準化され広く使われるよ

ス・モバイルの３領域とし、合同専門委員会メンバが、ネット

うになった経済的な技術が採用される傾向がある。このため、

ワークの高信頼化・保守簡易化、ネットワークの柔軟性向上・ソ

低電力化、小型化、高速化をニーズに技術ロードマップを策定

フトウェア連携、データセンタ、光アクセス、伝送方式、光ノー

した。

ド、光ファイバ、光スイッチ、光集積、シリコンフォトニクスの各

低電力化は、増大するデータを電力増加無く処理するには

技術分野を担当して、将来社会のニーズ、その実現に必要とな

不可欠である。2015年時点で、約10mW/Gbpsの電力を要して

る技術および研究開発時期を提示することでロードマップを

いるが、光集積技術・シリコンフォトニクス技術の進展により、

完成させた。

2020年頃にはその１/10程度、2030年頃にはその１/1000程度

2.

まで低電力化が進むと予想する。小型化は、これまで以上に増

光テクノジーロードマップ

大するデータを、同じフットプリントで収容するために必須であ

今日の情報化社会は、増大するトラフィック需要に対して

る。低電力化と同様に光集積技術・シリコンフォトニクス技術

数々の革新的な光情報通信技術を開発することにより、経済

の飛躍的進展により、現状の100個/チップ程度から、2020年

的に応える形で実現されてきた。グローバルな光通信ネット

頃には300個/チップ、2030年頃には3,000個/チップの高密度

ワークは世界を結びつけており、地球的規模での距離も克服し

実装が実現されると考えられる。高速化は、基本的には標準化

ている。情報化社会が発展すると、個人の端末の多様化や台数

された技術が順次導入されていくと想定し、2020年頃には400

の増大に伴い、端末から発せられるトラフィックが増大するこ

Gbpsイーサネットが広く採用され、2030年頃には1Tbpsイーサ

とに加えて、IoT（Internet of Things）、M２M（Machine to

ネットの本格的導入が始まると予想される。

Machine）など、様々なデバイスから、様々な帯域、様々なタイ

これらに加えて、データセンタの保守運用簡易化に向け、管

プのトラフィックが発生すると考えられる。今後、光情報通信

理集約技術の進展により、一人の保守者で運用できる範囲が

技術が、これらの要求に応えていく際には、地球温暖化回避に

飛躍的に広がると想定される。2030年頃には、データセンタが

寄与できるサステイナブルなアプローチが必須で、さらに、高齢

人手を介さずに自らを管理運用可能となり、故障に対しても自

化社会の到来、労働人口の減少、災害に強いインフラの実現も

己修復が可能になると考えられる。また、これらのネットワーク

視野に入れた対応も必要となる。

を接続する光ファイバも、扱いが簡単となり、より運用稼働の

電話サービスは、距離を超えて主に人と人を結びつけてきた

負荷が低減される。さらに、光空間通信技術により、データセ

が、今後はコンピュータなど人以外が通信と連携することで、新

ンタ内の装置間を光ファイバの接続作業をすることなく接続す
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技術戦略策定
ることも可能になると考えられる。

2.2

ス機能と融合し、インタフェースの種類によらず広帯域に接続
できるインタフェースカードを実現する必要がある。

メトロ・コア領域

また、異種ネットワーク間のオフロード技術あるいはローミン

メトロ・コア領域では、高精細映像などの大容量コンテンツ

グ技術や、M２Mのネットワークとクラウドを結びつけていくこ

の増大を想定し、2015年を基準にして2030年はファイバあたり

とも重要で、これらの異種アクセス技術を同時複数的に活用し

1,000倍の大容量化を目標にした。モバイル・アクセス技術の進

て広帯域化、接続性向上、高信頼化等を実現することも必要で

展と相まって、利用者がどこにいてもシームレスにクラウド、す

ある。さらに、ユーザの体感性能・満足度をモニタリングする技

なわち、大容量コンテンツの配信を担うデータセンタにつながる

術とのコラボレーションにより、QoE（Quality of Experience）

ことで、ビッグデータを活用した各種アプリケーションなど、高

を最適化するネットワークを構築することが望まれる。

い 価 値 を 提 供 するサ ービ ス が 可 能となる 。また、S D N
（Software-Defined Networking）などのソフトウェア技術に

2030年代の社会を豊かで安全・安心なものとしていくために

よりネットワークとアプリケーションの連携が加速され、パブ

は、さらに進化した情報化社会であることが不可欠で、そのた

リックビューイングなどのイベントにおいて、大容量の回線をア

めに光情報通信技術による高速・大容量通信の実現が必要と

プリケーション自らがネットワークと連携することで設定できる

なってくることは誰も否定しないであろう。将来社会を支える

ようになり、新たなサービスの展開も期待される。

基盤である光情報通信技術を発展させていくことは、光産業

約1,000倍の大容量化は種々の組み合わせが考えられ、例え

の発展に寄与するものであり、今回、光情報通信・テクノロジー

ば、チャネル当たりの速度を100Gbpsから1Tbpsに10倍、波長

ロードマップとして提示できたことは、大きな意義を持つもの

多重数は現状と同じ、光ファイバ伝送時のモード数が１モード

である。本ロードマップが2030年に向けた光技術の研究開発

から６モード、光ファイバコア数を１コアから19コアに増やすこ

の方向性の指針となることを期待する。

とで、現状の約10Tbpsから10Pbpsになる。一方で、同レベルの
低電力化も重要で、現状の約400mW/Gbpsを、比較的距離の
短いメトロ向けであれば１/1000、長距離となるコア向けでは１
/100を目標とした。今後は、メトロ系トラフィックの増加が予想
されることから、光スイッチ技術や光ファイバの低損失化など
の進展により、メトロ・コア全体平均としてほぼ１/1000を達成
できるとした。
ネットワークインフラ高信頼化に関しては、障害回避における
光空間通信技術の活用、インフラ寿命の適切な予測・監視に
よる劣化モニタリングなどが進展すると想定している。また、人
口減・高齢化社会に応える保守運用の簡易化に向けては、次
世代の冗長配備設計技術や故障監視・保守技術による無人
化、IoTやM２Mを用いた次世代監視技術による故障予測など
により、運用の効率化が進むと考える。

2.3

アクセス・モバイル領域

いつでも、どこからでも、端末種別や帯域制限を気にするこ
となくデータセンタに接続し、各種アプリケーションやサービス
を享受するためには、これまでのFTTH（Fiber to the Home）
やモバイル・ワイヤレスにとらわれない、これらが融合した世界
を実現する必要がある。モバイル・ワイヤレスでは、5Gに代表さ
れるように、約1,000倍の大容量化に向けた技術開発が加速し
ている。これらは主にワイヤレス技術であるが、2030年頃には
高速化するワイヤレス・アクセスを収容する光アクセスにも広帯
域化が求められるので、トラフィックは現在の約1,000倍程度に
なるとした。
アクセス・モバイル領域では、伝送距離も比較的短いことか
ら、光アクセス帯域は現在の1Gbpsから1Tbpsとなり、同時に低
電力化が必要で、現状の約400mW/Gbpsを１/1000である400
μW/Gbpsにすることとした。1,0 0 0倍に高速化されたインタ
フェースカードを１/1000の消費電力で実現し、さらに小型化す
ることで種々の端末で使用できるようにする。同時にワイヤレ
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新規事業創造
1.

はじめに

分けの基準、方法を指導することでレーザ安全規格の普及を

当協会では光産業分野における新規事業の創業・育成を支

目指すとともに、レーザ安全スクールへの参加を促進すること

援・促進するため、2014年度は以下の二つの活動を実施した。

でレーザ安全のレベル向上を図っている。

◦ 技術指導制度
表1

光産業技術関連の企業等からの相談・質問に応じて技術
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17

指導を行う技術指導制度を設けている。2014年度は、レー
ザ安全関連を中心に17件のアドバイス活動を実施した。
◦ 新規事業創造支援
光分野のベンチャー・中小企業等に対する支援策として、
本年度は「インターオプト2014」への出展支援を９社、
「注目
される光技術セミナー」への講演支援を８社に実施した。

2.

技術指導制度

本制度は、光技術に関わる新規事業創造を支援する目的で

運営されており、広く光産業技術関連の企業からの相談・質問
に応じて、技術指導員を紹介し、回答を行うものである。相談
の内容は新規事業創造に関するものだけでなく、新商品開発
や販売等で必要となる技術相談も行っている。
相談・質問を受託する場合は、内容が本制度の趣旨に合致
するかどうかを判断し、本制度を適用する場合は最適と思われ

3.

る技術指導員を選定し、相談に応じている。

技術相談例

レーザ安全性規格についての質問
FDA, IEC60825-1:2007 レーザ安全に関して
レーザ許容出力の計算について
レーザ機器の安全対策 JISC6802：2011、P8 3.37 d について
1550nm のレーザ安全クラスについて
（ガイド光を用いた場合）
線状光源半導体レーザユニットのクラス分けについて
レーザポインタ製品の安全基準
線状光源レーザ製品のクラス分けについて
走査型線状光源レーザ製品のクラス分けについて
レーザ製品の安全基準のラベル表示に対する判断
JIS C 6802（：2011）4.8 の条項に関する解釈
金属 3D プリンタの安全装置について
レーザ安全クラスの問い合わせ
多波長放射レーザ製品の時間基準について
レーザ安全クラスの問い合わせ２
レーザ安全クラスの問い合わせ３
レーザ遮へいプレートについて

新規事業創造支援

光技術を応用した光機器、光装置あるいはシステムの研究、

2014年度の相談総数は表１に示した17件で、内容としては、
レーザ安全にかかわる相談、特に、クラス分け、機器の安全設

開発、製造、販売にかかわる中小企業、ベンチャー企業（大学

計の問い合わせが多かったが、海外製品を輸入する際、あるい

発ベンチャー等を含む）に対し、
「インターオプト2014」への出

は自社製品を海外へ輸出する際の安全性、輸出先の標準規格

展支援および、
「注目される光技術セミナー」への講演支援を

に関する相談も見受けられた。レーザ安全の国内規格である

実施した。実施概要を表２に示す。

「レーザ製品の安全基準JIS C 6802」は、国際規格であるIEC
60825-１と共に2011年版から、2014年版へ９月22日に改正され
ている。
当協会では、本制度により、レーザ機器の安全対策、クラス
表２

インターオプト2014および注目される光技術セミナーへの支援社一覧

出展企業

展示内容

セミナー テーマ

日機装技研株式会社

深紫外線 LED

深紫外 LED の最新動向

株式会社
アライ・メッドフォトン研究所

光線力学的治療を応用した非熱的不整脈アブレーション
（PD
Ablation）治療技術

PD Ablation： 大 学 発 Venture に よ
る革新的不整脈治療器開発

有限会社シーアンドアイ

小型光導波モードセンサ（本体）の展示と、測定デモンス
トレーション

モバイル型導波モードセンサ

株式会社システムジェイディー

太陽電池アレイの障害位置検査技術 / 装置：太陽電池アレ
イテスター SOKODES

太陽電池アレイテスター
“SOKODES” のご紹介

シナジーオプトシステムズ
株式会社

光通信・光インタコネクション分野の光学測定技術 / 装置

光インタコネクション分野の光デバ
イス光学測定技術動向

株式会社

高精度・高速全自動ダイボンド技術 / 装置

高精度ボンダ市場

株式会社 QD レーザ

通信・産業用の高性能半導体レーザやエピタキシャルウェ
ハ、ウェハ、レーザ素子、モジュール設計技術により、波
長 532nm から 660nm, 1064nm, 1310nm の高性能、高品質
な半導体レーザ

通信・産業用の GaAs 基板上の新し
い半導体レーザ

株式会社タキオン

IC ラインナップ、応用 LED 照明機器商品群紹介
力率向上、大容量化、ちらつきのないトライアック調光応
用デモンストレーション

サイバーレーザー株式会社

超短パルスレーザー IFRIT-TD20

フォーテクノス
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−
高速ナノ・マイクロプロセッシング
のための超短パルスレーザー

研究会
1.

はじめに

この間、当初のOEIC技術に加えて、光インターコネクション

光技術開発の促進と光産業の発展に貢献するため、当協会

技術、光デバイス技術およびその関連技術・応用技術に関する

では、産学官の会員による「研究会・懇談会」を設置し、時代

テーマをタイムリーに取り入れながら、技術の現状および動向・

の先端を行く最新の光技術の収集および意見・情報交換を

展望について産学官会員相互の情報交換と討論を行うことで

行っている。2014年度は「フォトニックデバイス・応用技術研究

本技術の育成と振興を図っている。本年度は、下村和彦教授

会」、
「光材料・応用技術研究会」、
「多元技術融合光プロセ

（上智大学 理工学部 機能創造理工学科）を代表とする13名

ス研究会」、
「光ネットワーク産業・技術研究会」の４つの研究

の幹事により運営され、会員数は51名（幹事含む）であった。

会を設置し、各技術分野に応じた活動を展開した。

2.

本年度の活動内容を表に示す。例年と同様、会員以外も参
加できる一般公開方式のワークショップ１回を含む計６回の研

フォトニックデバイス・応用技術研究会

究会を開催し、毎回活発な討議・情報交換が行われた。本年

当研究会は1986年の設立後、名称を「OEIC技術懇談会」

度も、公開ワークショップ以外は毎回、講演会後にポスター

（1986～1992年）、
「OEIC・光インターコネクション技術懇談

セッション＆懇親会を行ったが、講師の方と会員間でのより深

会」
（1993～2004年）、
「フォトニックデバイス・応用技術研究

い議論ができる貴重かつ有用な場として会員の方には大変好

会」
（2005～）と改称しながら継続的に活動している伝統ある

評であった。来年度も公開ワークショップ１回を含む計６回の

研究会である。

研究会を計画している。

開催回数／日

講演テーマ

講師（敬称略）

光インターコネクション
第１回
（2014/5/28）

OFC2014

学会報告

清水 隆徳（PETRA）

ドライバ制御による VCSEL 高速化の最新技術

井出

聡（富士通研究所）

1060nmVCSEL によるマルチモード光リンク

喜瀬 智文（古河電気工業）

デジタルコヒーレント通信用シリコンフォトニック波長可変レーザ

北

智洋（東北大学）

シリコンフォトニクス
第２回
（2014/7/23）

微小共振光学デバイスおよび光機能デバイスへの応用

田邉 孝純（慶應義塾大学）

デジタルコヒーレント通信に向けたモノリシックシリコン光変調器

小川 憲介（フジクラ）

シリコン基板上 InGaAs マイクロディスクのヘテロエピタキシャル成長とデバイス応用の検討

杉山 正和（東京大学）

400G イーサの標準化動向と光通信用デバイスへの要求
第３回
（2014/10/8）

400GbE イーサネット技術の現状とネットワークシステムからの期待

曽根 由明（日本電信電話）

400G イーサに対応した電気信号伝送の規格化動向とコネクタ動向

伊東 利育（山一電機）

400G イーサ向け Nyquist-PAM4 光変調方式の研究

平井 理宇（日立製作所）

IEEE802.3 における 400GbE 標準化の状況

高畑 清人（日本電信電話）

光がつなぐ安全で豊かな未来
空間多重を実現する光ファイバ技術

小柴 正則（北海道大学）

車載光ファイバネットワークの現状と動向
ワーク
ショップ
レーザ網膜走査型 HMD：レーザアイウエア
（2014/11/26）
マイクロシステムを用いた低侵襲医療機器・ヘルスケア機器の開発

林
菅原

武弘（ハットラボ）
充（QD レーザ）

芳賀 洋一（東北大学）

ファイバーグレーティングセンサーの開発及びそのヘルスモニタリングへの応用

須崎 嘉文（香川大学）

ビッグデータ利用の現状と巨大グラフプロジェクトの紹介

河原林 健一（国立情報学研究所）

次世代量子通信技術
第５回
（2015/1/28）

高性能単一光子源の実現と量子暗号通信への応用

荒川 泰彦（東京大学）

光通信波長帯における量子通信実験

武居 弘樹（日本電信電話）

波長多重による高速量子鍵配送システム

田島 章雄（日本電気）

安心・安全ライフアシスト
『高輝度で省電力の白色光源を可能にした青色発光ダイオードの発明』
ノーベル賞受賞を記念して
～ Si 基板上半極性面 GaN 上光デバイスと InGaN 結晶成長のその場観察～
第６回
（2015/3/4）

本田 善央（名古屋大学）

光で音をつかまえる～ LED と高速カメラで挑む超多チャネル音響信号の観測～

パブロ・ナバ ガブリエル（日本電信電話）

低環境負荷なエネルギー源を実現する
～スマートスタック技術による多接合高効率太陽電池の開発～

牧田 紀久夫（産業技術総合研究所）

暮らしの安全を見守る～半導体レーザ光源を用いたガスセンシング技術～

吉村 了行（日本電信電話）

安全な車社会の実現に向けて～先進運転支援システム EyeSight とその技術～

関口
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3.

光材料・応用技術研究会

われた。第１回研究会では「レーザと新領域」をテーマに講演

この研究会は1989年度に発足した「OEIC用LN結晶評価委

４件、国際会議報告１件、企業コーナーにて未会員企業の紹介

員会」に起源をもち、1990年度以降「LN結晶研究会」、
「光学

を実施。第２回研究会では「最新の光通信技術を探る」をテー

結晶研究会」、
「光学材料・デバイス研究会」と改称して、その

マに講演４件、国際会議報告１件を行った。第３回研究会では

時々の主要テーマに活動・運営を適合させ活動してきた。1998

「最材料事業化チャレンジ道場」をメインテーマに講演５件と

年度から現在の「光材料・応用技術研究会」となり、2014年度

「事業化成功に秘訣は何か？」をテーマにした総合討論を実施

はその第６次３ヶ年事業の２年目として活動した。本研究会

した。宿泊開催の利点を活かして夜遅くまで活発な討議・交流

は、光材料の産業応用への積極的な展開を図るため、光学結

が行われ、貴重な情報交換の場となった。第４回研究会では

晶・光材料から関連デバイス、応用技術までの幅広い分野につ

「新たなイメージングの世界を広げるレーザー・非線形光学技

いて産学官の会員相互の交流・情報交換の場を提供すること

術」をテーマに講演４件、国際会議報告１件を行なった。

を目的としている。

本年度の会員は幹事・顧問を合わせて38名で、静岡大学

今年度の研究会の講演テーマを表に示す。研究会では先端

皆方 誠教授を代表幹事に12名の幹事により運営した。

技術・研究について紹介し、これを元に毎回活発な討議が行
開催回数／日

講演テーマ

講師（敬称略）

レーザーと新領域
AlGaN
第１回
（2014/6/27）

深紫外 LED とレーザーの可能性

平山 秀樹（理研）

レーザー照明電子ホログラフィーによる立体像表示

佐々木 久幸（情報通信研究機構）

レーザー／ LED ヘッドライト

藁谷 剛司（スタンレー電気）

レーザー加工の産業応用～レーザー加工プロセスの進化と自動車産業等での適用事例紹介～

三瓶 和久（前田工業）

国際会議報告 OFC 報告

菅野 敦史（情報通信研究機構）

企業コーナー

花村 和伸（ハナムラオプティクス）

最新の光通信技術を探る

第２回
（2014/8/29）

ブラッグ反射鏡導波路を用いた超高解像ビーム掃引と大規模波長選択光スイッチ

小山 二三夫（東京工業大学）

クラウド時代のコンピュータと光インターコネクト技術

石原 智宏（富士通研究所）

非線形シャノン限界と光固有値伝送

丸田 章博（大阪大学）

フォトニック結晶による光 RAM の研究展開

納富 雅也（NTT）

CLEO2014 参加報告

雨宮 智宏（東京工業大学）

光材料 事業化チャレンジ道場－新規事業、マーケットの創出－
自己クローニング型フォトニック結晶と計測応用

佐藤

ニオブ酸リチウムデバイスの光・無線伝送、計測への実用展開
第３回
（2014/11/14） 大学を活用した光技術事業化システムについて

尚（フォトニックラティス）

鳥羽 良和（精工技研）
宇佐美 健一（光産業創成大学院大学）

研磨不要の GaN LED/LD 用新基板 SCAM 大型高品質単結晶

福田 承生（福田結晶技術研究所）

新規 UV 用波長変換材料と蛍光材料開発の紹介

古川 保典（オキサイド）

非線形光学技術

第４回
（2015/3/6）

技術情報レポート
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光和周波顕微鏡の開発と応用

水谷 五郎（北陸先端科学技術大学院大学）

非線形蛍光超解像顕微鏡の新展開

藤田 克昌（大阪大学）

フォトニック結晶ナノ共振器量子ドットレーザにおける自己波長変換

岩本

532nm レーザを用いた海中 3D イメージング技術

今城 勝治（三菱電機）

Photonics West2015 報告

羽根 洋介（セブンシックス社）
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敏、太田 泰友、荒川 泰彦（東京大学）

研究会
4.

多元技術融合光プロセス研究会

名誉教授を代表幹事とする18名の幹事の下、53名の会員（幹

ファイバレーザや超短パルスレーザなどの光プロセス技術

事含む）により、今年度も、下表のように時代の最先端を行く

を、従来の枠を超えた幅広い産業分野に導入するためには、今

テーマで計５回の研究交流会を開催した。また、第４回研究交

までの光源や光学系に関する技術分野だけでは不十分であ

流会では、研究交流会の会場となった「若狭湾エネルギー研

り、加工する材料や構造、製品の種類や用途に応じて、物理化

究センター」および「日本原子力研究開発機構 敦賀本部 レー

学現象、前後工程、制御系や計測・分析技術など、多元的な技

ザー共同研究所」と、株式会社ナ・デックスプロダクツの「ナ・

術を効果的に融合する必要がある。こうした多様な技術を持つ

デックス レーザＲ＆Ｄセンター」の見学会を併催し好評であっ

産官学のエキスパートが一堂に会し、議論するための場を提供

た。

することが本研究会の目的である。慶應義塾大学の小原 實
開催回数／日

講演テーマ

講師（敬称略）

加工用レーザ、ビームデリバリ光学系、光部品等の最新技術動向

第１回
（2014/7/17）

国際会議参加報告：各種加工用レーザ開発の最新動向

鷲尾 邦彦（パラダイムレーザーリサーチ）

レーザ加工現象を直接可視化する超高速カメラ

合田 圭介（東京大学 大学院理学系研究科）

レーザ加工特許動向調査

山中 圭一郎（パナソニック）

パルス幅 50ps 級産業用短パルスハイブリッドグリーンレーザの開発

折井 庸亮（スペクトロニクス）
伏信 一慶、ドアン・ホン・ドク
（東京工業大学大学院理工学研究科）

液体光学素子の開発－熱工学からの挑戦
【話題提供】Haas Technologies 社の熱レンズ効果解消レンズの紹介

山本

宏（オーテックス）

光応用プロセスの基礎と先端技術

第２回
（2014/8/27）

CFRP のレーザ高速切断法および金属と CFRP のレーザ直接接合法の開発

片山 聖二（大阪大学）

フェムト秒レーザによるガラスの内部加工

松尾 繁樹（芝浦工業大学）

インプロセスでのレーザ溶接溶け込み深さ計測技術（IDM：In-process Depth Meter）

門屋 輝慶（プレシテック・ジャパン）

DMG 森精機のレーザ加工技術を用いた最新加工事例

上田 真広（DMG 森精機）

レーザ加工の産業動向

中村 昌弘（レーザーコンシェルジェ）

【話題提供】レーザ安全と JIS 規格

三田

剛（三田技研）

“転換期” の電機産業におけるレーザプロセス技術動向

第３回
（2014/9/24）

日本の産業と、これからの光技術

加藤 義章（光産業創成大学院大学）

アルミニウム容器二次電池向けレーザ溶接技術

岡田 直忠（東芝）

レーザによる樹脂表面改質と選択めっきを用いた MID 工法

目黒 和幸（岩手県工業技術センター）

CO2 レーザによるガラス板材の曲線切断と面取り

中川 考一（ファインテック）

電機産業におけるレーザ加工応用 現在・過去・未来

村瀬 英寿（片岡製作所）

【会員からの話題提供】半導体製造プロセスにおけるレーザアニール技術の応用

松野

明（ワイエイシイフェトン）

高出力レーザおよび加工技術に関する最新動向
超高出力レーザ切断

田村 浩司（若狭湾エネルギー研究センター）

ロボットとレーザ除染機

峰原 英介（若狭湾エネルギー研究センター）

第４回
レーザ加工を活用した原子炉配管の保全技術の開発
（2014/12/4-5）
福島燃料デブリ取出しに向けたレーザ溶断・破砕適応制御システムの開発

西村 昭彦（原研敦賀本部 レーザー共同研究所）
村松 壽晴（原研敦賀本部 レーザー共同研究所）

福井県におけるレーザ加工技術の研究開発

芦原 将彰（福井県工業技術センター）

メガネフレームのレーザ溶接

中村

浩（シャルマン）

グリーン／センシングテクノロジーの現状と将来展望

第５回
（2015/2/19）

光・レーザを使った研究・技術開発、及び将来ビジョン－ JST の取り組みを中心に

右田 雅人（科学技術振興機構（JST））

表面プラズモン共鳴を用いるバイオセンサ

納谷 昌之（富士フイルム）

半導体リソグラフィにおける超高精度計測技術 － PSG マスク－

野村

マイクロ分光素子を用いたイメージセンサ

西脇 青児（パナソニック）

光が拓く豊かな未来

増原

【話題提供】レーザ吸光法自動車排ガス測定装置

原
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博（東芝）

宏（台湾国立交通大学）
健児（堀場製作所）
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5.

光ネットワーク産業・技術研究会

３回は公開ワークショップとし「グローバル化への挑戦」と題し

「光ネットワーク産業・技術研究会」は、
「フォトニックネット

て開催した。海外ベンダを含む６講演を午前および午後に分

ワーク新時代における産業・技術懇談会」を引き継ぐ形で2011

けて実施し、さらに、初めての試みである留学生企画「出身国

年４月に発足した。本研究会では、幹線系～FTTHの光ネット

の通信事情について」においては興味深い議論がなされた。第

ワークと光ノード、光ファイバ、光インタコネクション等の光デ

４回では「ビッグデータがネットワークに与えるインパクト」を

バイスに関する市場動向や技術動向の情報収集と意見交換を

テーマに、３講演に引続きNICT見学会を実施した。第５回は、

行っている。また、それらの将来展望等について産業界の関係

「将来光ネットワーク技術の最新動向」をテーマに、４講演を

者を中心に学官を交えて討論することで、光ネットワーク分野

実施し活発な議論がなされた。

の産業の育成と振興を図っている。本研究会は、16人の幹事で

世の中は、IoT（Internet of Things）およびビッグデータ利

運営され、会員数は60名（幹事を含む）であった。

活用、クラウドサービス、スマートフォン、高精細映像などの発

2014年度は、山林代表幹事（千歳科学技術大学）の下、光

展により、トラフィック量が激増し質も多様化している。これに

ネットワーク業界の最新テーマを選定し、第１回〜第５回の討

対応するネットワークの仮想化やデータセンターの大規模化に

論会を開催した。第１回は、
「光ネットワークの未来を考える」

より、光ネットワーク基盤は大きな社会変動の渦中にある。

で３講演に引続きNTT武蔵野研究開発センタの展示ホールお

2015年度も、本研究会を継続開催し、光ネットワーク産業・技

よび研究室見学会を実施した。第２回は「ネットワークの限界

術について大いに討論を進めていく予定である。

を突破する次世代光デバイスの動向」で４講演を実施した。第
開催回数／日

講演テーマ

講師（敬称略）

公開討論会「光ネットワークの未来を考える」
会場：NTT 武蔵野研究開発センタ
第１回
（2014/5/29）

John Tyndall Award 受賞記念講演コヒーレント光ファイバ通信技術のこれまでと将来像

菊池 和朗（東京大学）

将来ネットワークに向けたＮＴＴの研究開発

渡部 信幸（日本電信電話）

“光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点” の取り組みについて

並木

見学会

展示ホール、ラボツアー

周（産業技術総合研究所）

公開討論会「ネットワークの限界を突破する次世代光デバイスの動向」
会場：住友電気工業 東京本社（赤坂センタービルディング）
第２回
（2014/7/30）

光通信デバイスの高精度化・高速化の追求と新たなネットワークへの応用

川西 哲也（情報通信研究機構）

InP 系光集積回路における大規模光スイッチングと偏波制御

中野 義昭（東京大学）

デジタルコヒーレント通信用 InP 系光集積デバイス開発

上坂 勝己（住友電気工業）

極低消費電力光処理に向けたフォトニック結晶集積ナノデバイス

納富 雅也（日本電信電話）

公開ワークショップ「グローバル化への挑戦」
会場：慶應義塾大学 三田キャンパス
KDDI のグローバル事業について

田村 俊之（KDDI）

KVH のグローバルネットワーク戦略と求められる技術

濱田 義之（KVH）

NEC 光／ IP ネットワーク・グローバルビジネスへの取り組み

中村 真也（日本電気）

基調講演：キャリア／データコムの環境変化と将来に向けた光ネットワーキング技術

佐藤 健一（名古屋大学）

第３回
（2014/11/13） 低電力化が進むデジタルコヒーレント光通信デバイス技術

石田 修（NTT エレクトロニクス／ PETRA）

ファーウェイのグローバル R ＆ D と事業展開について

滝広 眞利（ファーウェイ・ジャパン）

留学生企画「出身国の通信事情について」

顧 暁冬（中国）、Hamed Dalir（イラン）、
以上東工大、Julien Thieffry（フランス）、
Mondher Bouazizi（チュニジア）、
Nazirul Afham bin Idris（マレーシア）、
以上慶應大

公開討論会「ビッグデータがネットワークに与えるインパクト」
会場：情報通信研究機構（小金井市）
第４回
（2015/1/23）

基調講演： ビッグデータ活用の発展と光ネットワーク技術への期待

齊藤 忠夫（東京大学）

IoE とフォグコンピューティング

今井 俊宏（シスコシステムズ）

Internet of Things を加速する新しいコンピューティング

西川

見学会

研究室、展示室

徹（Preferred Networks）

公開討論会「将来光ネットワーク技術の最新動向」
会場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館 11 階
第５回
（2015/2/25）
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100G/400G 光部品の最新標準化動向

磯野 秀樹（富士通オプティカルコンポーネンツ）

車載光ネットワークの最新動向

小林

茂（タイコエレクトロニクスジャパン）

ホワイトボックス・スイッチのインパクト

中田

敦（日経 BP）

次世代データセンターネットワーク

大下 裕一（大阪大学）
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化

はじめに

心）・国際幹事等輩出分野に係る国際標準化活動：光ファイバ

当協会設立以来、標準化事業は協会の活動の重要な一翼を

相互接続用コネクタの光学互換に関する国際標準化」および

担っており、広くオプトエレクトロニクスの標準化を推進して来

「政府戦略分野に係る国際標準化活動：高耐性レーザガード

た。その範疇は光伝送分野を中心に、数々のファイバオプティ

の評 価 方 法に関する国 際 標 準 化 」を、また日本 規 格 協 会

クス応用分野、レーザ分野での国内のみならずIEC、ISO等の

（JSA）からは高機能JIS整備事業として「高機能JIS開発：光

国際標準化活動も対象として、変革する産業構造にも迅速に

ディスクにおいてデジタルデータの長期保存を可能とする高品

対応すべく、政策的な標準化を各分野別部会で検討を重ねて

質アーカイブグレード評価基準に関するJIS開発」と、多数のプ

いる。図1に本年度の光産業技術標準化会組織図を示す。

ロジェクトを受託した。同時に、昨年度にひき引き続き「レーザ

本年度は、新規事業として、昨年度完了した国際標準共同

機器の安全・安心に関する調査研究」を補助事業としてJKA

研究開発事業「高速車載LAN用光伝送サブシステムの試験方

から受託した他、例年通り、多数のJIS案件をJSA公募により作

法に関する標準化」を引き継ぐ形で、経済産業省（METI）か

成した。

ら省エネルギー等国際標準共同研究開発・普及基盤構築事業

当協会が作成したJIS原案は、部会メンバーは元より関係諸

として「大口径マルチモード光ファイバ・コネクタ及びその通信

機関の多大な御尽力により、本年度も26件の制定・改正がなさ

性能に関する国際標準化・普及基盤構築」を受託した。更に、

れるに至った。本年度までに当協会各分野別標準化部会で素

三菱総合研究所（MRI）からは、省エネルギー等国際標準化・

案作成を行い制定されたJISを表1に、またOITDA規格および

普及基盤事業として「省エネルギー等国際標準開発：新光源プ

技術資料（TP）を表2に示し、以下各部会および委員会の活動

ロジェクタ及びファイバレーザの安全に関する国際標準化」、

について報告する。

戦略的国際標準化 加速事 業として「社会ニーズ（安 全・安
ファイバオプティクス標準化部会
企画調整専門部会
総会

ダイナミックモジュール専門部会
建物内光配線システム専門部会
光ファイバセンサ専門部会
光ファイバ標準化部会
光コネクタ標準化部会
光受動部品標準化部会
光能動部品標準化部会
光増幅器標準化部会
光サブシステム標準化部会
光測定器標準化部会
TC 76/レーザ安全性標準化部会
ISO/TC 172/SC 9国内対策部会
ISO/TC 172/SC 9/WG 7国内対策専門部会
光ディスク標準化部会
メディア専門部会
フォーマット専門部会
アプリケーション専門部会

委託・補助事業

大口径マルチモード光ファイバ・コネクタ及びその
通信性能に関する国際標準化・普及基盤構築提案
委員会
光ファイバ相互接続用コネクタの光学互換に関する
国際標準化提案委員会
レーザ安全性標準化委員会
新光源プロジェクタ専門委員会
ビームデリバリ専門委員会
高耐性レーザガード国際標準化提案委員会
光ディスクアーカイブグレード標準化委員会
レーザ機器の安全・安心に関する調査研究委員会

図１

光産業技術標準化会組織図（2014年度）
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表１

オプトエレクトロニクス日本工業規格（JIS）リスト
（2015年03月31日現在）

委員会
光ファイバ

光コネクタ

規
1

格

名

称

番

光ファイバ通則

号

JIS C 6820

制定改正日
改

2009.12.21

2

光ファイバ機械特性試験方法

JIS C 6821

改

1999.07.20

3

光ファイバ構造パラメータ試験方法－寸法特性

JIS C 6822

改

2009.12.21

4

光ファイバ損失試験方法

JIS C 6823

改

2010.03.23
2009.12.21

5

マルチモード光ファイバ帯域試験方法

JIS C 6824

改

6

光ファイバ構造パラメータ試験方法－光学的特性

JIS C 6825

改

2009.12.21

7

光ファイバ波長分散試験方法

JIS C 6827

改

2015.03.20

8

光ファイバコード

JIS C 6830

改

1998.02.20

9

光ファイバ心線

JIS C 6831

改

2001.08.20

10

石英系マルチモード光ファイバ素線

JIS C 6832

改

2009.03.20

11

多成分系マルチモード光ファイバ素線

JIS C 6833

改

1999.02.20

12

プラスチッククラッドマルチモード光ファイバ素線

JIS C 6834

改

1999.02.20

13

石英系シングルモード光ファイバ素線

JIS C 6835

改

2012.01.20

14

全プラスチックマルチモード光ファイバコード

JIS C 6836

改

1999.04.20

15

全プラスチックマルチモード光ファイバ素線

JIS C 6837

改

2015.03.20

16

テープ形光ファイバ心線

JIS C 6838

改

2001.03.20

17

屋内用テープ形光ファイバコード

JIS C 6839

改

2008.01.20

18

光ファイバ偏波クロストーク試験方法

JIS C 6840

制

2006.03.25

19

光ファイバ心線融着接続方法

JIS C 6841

改

1999.07.20

20

光ファイバ偏波モード分散試験方法

JIS C 6842

制

2012.05.21

21

光ファイバケーブル通則

JIS C 6850

改

2006.01.20

22

光ファイバケーブル特性試験方法

JIS C 6851

改

2006.01.20

23

全プラスチックマルチモード光ファイバ機械特性試験方法

JIS C 6861

改

1999.04.20

24

マルチモード光ファイバモード遅延時間差試験方法

JIS C 6864

制

2008.01.20

25

光ファイバケーブル－第2部：屋内ケーブル－品種別通則

JIS C 6870-2

制

2006.11.20

26

光ファイバケーブル－第2-10部：屋内ケーブル－
1心及び2心光ファイバケーブル品種別通則

JIS C 6870-2-10

制

2008.01.20

27

光ファイバケーブル－第2-11部：屋内ケーブル－
構内配線用1心及び2心光ファイバケーブル細則

JIS C 6870-2-11

制

2009.12.21

28

光ファイバケーブル－第2-20部：屋内ケーブル－
屋内配線用多心光ファイバケーブル品種別通則

JIS C 6870-2-20

制

2008.01.20

29

光ファイバケーブル－第2-21部：屋内ケーブル－
構内配線用多心光ファイバケーブル細則

JIS C 6870-2-21

制

2009.12.21

30

光ファイバケーブル－第2-31部：屋内ケーブル－
構内配線用テープ形光ファイバコード細則

JIS C 6870-2-31

制

2009.12.21

31

光ファイバケーブル－第3部：屋外ケーブル－
品種別通則

JIS C 6870-3

制

2006.11.20

32

光ファイバケーブル－第3-10部：屋外ケーブル－
ダクト・直埋用及びラッシング形架空用光ファイバケーブル品種別通則

JIS C 6870-3-10

制

2011.01.20

33

光ファイバケーブル－第3-20部：屋外ケーブル－
自己支持形架空用光ファイバケーブル品種別通則

JIS C 6870-3-20

制

2011.01.20

34

偏波面保存光ファイバ構造パラメータ試験方法

JIS C 6871

制

2008.10.20

35

偏波面保存光ファイバビート長試験方法

JIS C 6872

制

2008.10.20

36

偏波面保存光ファイバ素線

JIS C 6873

制

2009.12.21

1

光ファイバコネクタ通則

JIS C 5962

改

2001.03.20

2

光ファイバコネクタ試験方法

JIS C 5961

改

2005.02.20

光ファイバコネクタ試験方法（追補1）

JIS C 5961

改

2009.07.20

3

光ファイバコード付き光コネクタ通則

JIS C 5963

制

2001.03.20

4

光ファイバコネクタかん合標準－第4部：SC形光ファイバコネクタ類（F04形）

JIS C 5964-4

制

2014.03.20

5

光ファイバコネクタかん合標準－第4-1部：SC形光ファイバコネクタ類－SC-PC簡易レセプタ JIS C 5964-4-1
クル（F16形）

制

2014.06.20

6

光ファイバコネクタかん合標準－第5部：MTコネクタ類（F12形）

JIS C 5964-5

制

2012.05.21

7

光ファイバコネクタかん合標準－第6部：MU形光ファイバコネクタ類（F14形）

JIS C 5964-6

制

2014.03.20
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名

称

番

号

準

化

制定改正日

8

光ファイバコネクタかん合標準－第6-1部：MU形光ファイバコネクタ類－
MU-PC簡易レセプタクル（F17形）

JIS C 5964-6-1

制

2014.03.20

9

光ファイバコネクタかん合標準－第7部：MPOコネクタ類（F13）

JIS C 5964-7

制

2010.03.23

10

光ファイバコネクタかん合標準－第13部：FC-PC形光ファイバコネクタ類（F01形）

JIS C 5964-13

制

2015.03.20

11

光ファイバコネクタかん合標準－第18部：MT-RJコネクタ類（F19形）

JIS C 5964-18

制

2014.06.20

12

光ファイバコネクタかん合標準－第20部：LC形光ファイバコネクタ類

JIS C 5964-20

改

2015.03.20

13

光ファイバコネクタ光学互換－第1部：シングルモード（1 310 nmゼロ分散形）
光ファイバ用光学互換標準の通則

JIS C 5965-1

制

2009.07.20

14

光ファイバコネクタ光学互換－第2-1部：シングルモード直角PC端面
光ファイバ光学互換標準の指針

JIS C 5965-2-1

制

2011.10.20

15

光ファイバコネクタ光学互換－第2-2部：シングルモード斜めPC端面
光ファイバ光学互換標準の指針

JIS C 5965-2-2

制

2011.10.20

16

光ファイバコネクタ光学互換－第3-1部：シングルモード光ファイバ用直径2.5 mm及び
1.25 mm円筒形全ジルコニア直角PC端面フェルール光学互換標準

JIS C 5965-3-1

制

2011.10.20

17

光ファイバコネクタ光学互換－第3-2部：シングルモード光ファイバ用直径2.5 mm及び
1.25 mm円筒形全ジルコニア8度斜めPC端面フェルール光学互換標準

JIS C 5965-3-2

制

2011.10.20

18

F01形単心光ファイバコネクタ

JIS C 5970

改

2015.03.20

19

F02形単心光ファイバコネクタ

JIS C 5971

改

1998.05.20

20

F03形単心光ファイバコネクタ

JIS C 5972

改

1998.05.20

21

F04形光ファイバコネクタ（SCコネクタ）

JIS C 5973

改

2014.03.20

22

F05形単心光ファイバコネクタ

JIS C 5974

改

1998.05.20

23

F06形単心光ファイバコネクタ

JIS C 5975

改

1998.05.20

24

F07形2心光ファイバコネクタ

JIS C 5976

改

2001.03.20

25

F08形2心光ファイバコネクタ

JIS C 5977

改

1998.05.20

26

F09形単心光ファイバコネクタ

JIS C 5978

改

1998.05.20

27

F10形単心光ファイバコネクタ

JIS C 5979

改

1998.05.20

28

F11形光ファイバコネクタ

JIS C 5980

改

1998.05.20

29

F12形多心光ファイバコネクタ（MTコネクタ）

JIS C 5981

改

2012.05.21

30

F13形多心光ファイバコネクタ（MPOコネクタ）

JIS C 5982

改

2010.03.23

31

F14形光ファイバコネクタ（MUコネクタ）

JIS C 5983

改

2014.03.20

32

F15形光ファイバコネクタ

JIS C 5984

制

2001.03.20

33

F16形光ファイバコネクタ（SC-SRコネクタ）

JIS C 5985

改

2014.06.20

34

F17形光ファイバコネクタ（MU-SRコネクタ）

JIS C 5986

改

2014.03.20

35

F18形光ファイバコネクタ

JIS C 5987

制

2005.12.20

36

F19形光ファイバコネクタ（MT-RJコネクタ）

JIS C 5988

改

2014.06.20

37

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-2部：繰返しかん合試験

JIS C 61300-2-2

制

2011.03.22

38

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-4部：光ファイバクランプ強度試験（軸方向引張り）

JIS C 61300-2-4

制

2015.03.20

39

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-5部：光ファイバクランプ強度試験（ねじり）

JIS C 61300-2-5

制

2013.03.21

40

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-6部：かん合部締結強度試験（軸方向引張り）

JIS C 61300-2-6

制

2014.03.20

41

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-7部：かん合部締結強度試験（曲げモーメント）

JIS C 61300-2-7

制

2015.03.20

42

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-11部：光ファイバクランプ強度試験（軸方向圧縮）

JIS C 61300-2-11

制

2015.03.20

43

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-15部：結合部ねじり試験

JIS C 61300-2-15

制

2012.05.21

44

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-27部：ダスト試験（層流）

JIS C 61300-2-27

制

2014.03.20

45

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-1部：外観検査及び機械的検査

JIS C 61300-3-1

制

2013.11.20

46

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-4部：損失測定

JIS C 61300-3-4

制

2011.03.22

47

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-11部：結合力及び離脱力測定

JIS C 61300-3-11

制

2013.03.21

48

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-15部：球面研磨光ファイバコネクタのフェルール端面の頂点偏心量測定

JIS C 61300-3-15

制

2012.05.21
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49

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-16部：球面研磨光ファイバコネクタのフェルール端面の曲率半径測定

JIS C 61300-3-16

制

2012.05.21

50

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-17部：斜め研磨光ファイバコネクタのフェルールの端面角度測定

JIS C 61300-3-17

制

2013.11.20

51

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-22部：フェルール押圧力測定

JIS C 61300-3-22

制

2014.03.20

52

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-23部：フェルール端面からの光ファイバ引込み量測定

JIS C 61300-3-23

制

2013.11.20

53

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-24部：偏波面保存光ファイバ付き光ファイバコネクタのキー位置精度測定

JIS C 61300-3-24

制

2012.11.20

54

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-25部：フェルール及び光ファイバ取付け直角PC端面フェルールの同心度測定

JIS C 61300-3-25

制

2014.12.22

55

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-26部：光ファイバとフェルール軸との角度ずれの測定

JIS C 61300-3-26

制

2011.03.22

56

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-27部：多心光ファイバコネクタプラグの穴位置測定

JIS C 61300-3-27

制

2012.05.21

57

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-30部：多心光ファイバコネクタ用フェルールの研磨角度及び光ファイバ位置測定

JIS C 61300-3-30

制

2010.05.20

58

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-33部：ピンゲージを用いた割りスリーブのフェルール引抜力測定

JIS C 61300-3-33

制

2014.12.22

59

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-34部：ランダム接続時の挿入損失

JIS C 61300-3-34

制

2012.11.20

60

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-36部：光ファイバコネクタフェルールの内径及び外径の測定

JIS C 61300-3-36

制

2012.05.21

61

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-40部：偏波面保存光ファイバ付き光ファイバコネクタプラグの偏波消光比測定

JIS C 61300-3-40

制

2014.12.22

1

空間ビーム光用受動部品通則

JIS C 5860

改

1997.11.20

2

干渉フィルタ通則

JIS C 5870

改

2009.03.20

3

干渉フィルタ試験方法

JIS C 5871

改

2011.01.20

4

位相子通則

JIS C 5876-1

制

2009.03.20
2015.03.20

5

偏光子－第1部：通則

JIS C 5877-1

改

6

偏光子試験方法

JIS C 5877-2

制

2012.01.20

7

光伝送用受動部品通則

JIS C 5900

改

2013.03.21

8

光伝送用受動部品試験方法

JIS C 5901

改

2001.03.20

光伝送用受動部品試験方法（追補1）

JIS C 5901

改

2009.07.20

9

波長選択性のない光ブランチングデバイス－第1部：通則

JIS C 5910-1

制

2014.03.20

10

波長選択性のない光ブランチングデバイス－第3部：
シングルモード光ファイバピッグテール形1×N及び2×N光ブランチングデバイス

JIS C 5910-3

制

2015.03.20

11

波長スイッチ通則

JIS C 5912

制

2006.03.25
2013.03.21

12

光サーキュレータ通則

JIS C 5914

改

13

シングルモード光ファイバピッグテール型光サーキュレータ

JIS C 5915

制

2009.12.21

14

光伝送用分散補償器通則

JIS C 5916

改

2012.05.21

15

光ファイバ形分散補償器

JIS C 5916-3

制

2013.11.20

16

光減衰器通則

JIS C 5920

改

2005.12.20

17

シングルモード光ファイバピッグテール型固定光減衰器

JIS C 5921

制

2009.12.21

18

WDMデバイス通則

JIS C 5925-1

制

2011.10.20

19

シングルモード光ファイバピッグテール形C／LバンドWDMデバイス

JIS C 5925-3

制

2011.01.20

20

シングルモード光ファイバピッグテール形980／1 550 nm WWDMデバイス

JIS C 5925-4

制

2011.01.20

21

シングルモード光ファイバピッグテール形中規模1×N DWDMデバイス

JIS C 5925-5

制

2013.11.20

22

光伝送用光フィルタ－第1部：通則

JIS C 5926-1

制

2014.03.20

23

光スイッチ通則

JIS C 5930

改

2005.12.20

24

光スイッチ試験方法

JIS C 5931

制

1988.11.01

25

光アイソレータ通則

JIS C 5932

改

2012.05.21

26

光アイソレータ試験方法

JIS C 5933

改

2012.11.20

27

光伝送用レンズ通則

JIS C 5934

制

1999.07.20

28

光伝送用レンズ試験方法

JIS C 5935

制

2005.01.20

29

シングルモード光ファイバピッグテール形光アイソレータ

JIS C 5936-3

制

2011.01.20
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30

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第1部：通則

JIS C 61300-1

改

2015.03.20

31

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-1部：正弦波振動試験

JIS C 61300-2-1

制

2012.11.20

32

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-9部：衝撃試験

JIS C 61300-2-9

制

2012.11.20

33

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-12部：落下衝撃試験

JIS C 61300-2-12

制

2011.01.20

34

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-14部：光パワー損傷のしきい値試験

JIS C 61300-2-14

制

2011.01.20

35

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-17部：低温試験

JIS C 61300-2-17

制

2009.07.20

36

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-18部：高温試験

JIS C 61300-2-18

制

2009.07.20

37

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-19部：高温高湿試験（定常状態）

JIS C 61300-2-19

制

2009.07.20

38

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-21部：混合温湿度サイクル試験

JIS C 61300-2-21

制

2012.11.20

39

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-22部：温度サイクル試験

JIS C 61300-2-22

制

2012.01.20

40

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-26部：塩水噴霧試験

JIS C 61300-2-26

制

2013.03.21

41

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-45部：浸水試験

JIS C 61300-2-45

制

2009.07.20

42

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-46部：湿熱サイクル試験

JIS C 61300-2-46

制

2011.03.22

43

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-47部：熱衝撃試験

JIS C 61300-2-47

制

2012.01.20

44

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第2-48部：温湿度サイクル試験

JIS C 61300-2-48

制

2010.03.23

45

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-2部：シングルモード光デバイスの光損失の偏光依存性

JIS C 61300-3-2

制

2012.01.20

46

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-3部：挿入損失及び反射減衰量変化のモニタ方法

JIS C 61300-3-3

制

2009.07.20

47

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-6部：反射減衰量測定

JIS C 61300-3-6

制

2011.01.20

48

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-7部：シングルモード光部品の光損失及び反射減衰量の波長依存性測定

JIS C 61300-3-7

制

2012.11.20

49

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-20部：波長選択性のない光ブランチングデバイスのディレクティビティ測定

JIS C 61300-3-20

制

2009.07.20

50

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-28部：過渡損失測定

JIS C 61300-3-28

制

2009.07.20

51

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-31部：光ファイバ光源の結合パワー比測定

JIS C 61300-3-31

制

2009.07.20

52

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-32部：光受動部品の偏波モード分散測定

JIS C 61300-3-32

制

2013.03.21

53

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－
第3-43部：光ファイバ光源のモードトランスファファンクション測定

JIS C 61300-3-43

制

2012.11.20

1

光伝送用半導体レーザ通則

JIS C 5940

改

1997.08.20

2

光伝送用半導体レーザ測定方法

JIS C 5941

改

1997.08.20

3

再生及び記録用半導体レーザ通則

JIS C 5942

改

2010.05.20

4

再生及び記録用半導体レーザ測定方法

JIS C 5943

改

2010.05.20

5

光伝送用半導体レーザモジュール通則

JIS C 5944

改

2005.04.20

6

光伝送用半導体レーザモジュール測定方法

JIS C 5945

改

2005.04.20

7

光ファイバ増幅器用半導体レーザモジュール通則

JIS C 5946

制

2005.01.20

8

光ファイバ増幅器用半導体レーザモジュール測定方法

JIS C 5947

制

2005.01.20

9

光伝送用半導体レーザモジュールの信頼性評価方法

JIS C 5948

制

2007.03.20

10

光伝送用発光ダイオード通則

JIS C 5950

改

1997.08.20

11

光伝送用発光ダイオード測定方法

JIS C 5951

改

1997.08.20

12

光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－
第1部：総則

JIS C 5952-1

制

2008.09.20

13

光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－
第2部：MT-RJ（F19形）コネクタ付10ピンSFF形光トランシーバ

JIS C 5952-2

制

2008.09.20
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14

光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－
第3部：MT-RJ（F19形）コネクタ付20ピンSFF形光トランシーバ

JIS C 5952-3

制

2008.09.20

15

光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－
第4部：PNコネクタ付1×9ピンプラスチック光ファイバ光トランシーバ

JIS C 5952-4

制

2008.09.20

16

光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－
第5部：SC（F04形）コネクタ付1×9ピン光送信・受信モジュール及び光トランシーバ

JIS C 5952-5

制

2008.09.20

17

光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－
第6部：ATM-PON用光トランシーバ

JIS C 5952-6

制

2008.09.20

18

光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－
第7部：LCコネクタ付10ピンSFF形光トランシーバ

JIS C 5952-7

制

2008.09.20

19

光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－
第8部：LCコネクタ付20ピンSFF形光トランシーバ

JIS C 5952-8

制

2008.09.20

20

光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－
第9部：MU（F14形）コネクタ付10ピンSFF形光トランシーバ

JIS C 5952-9

制

2008.09.20

21

光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－
第10部：MU（F14形）コネクタ付20ピンSFF形光トランシーバ

JIS C 5952-10

制

2008.09.20

22

光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－
第11部：14ピン変調器集積形半導体レーザ送信モジュール

JIS C 5952-11

制

2008.09.20

23

光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－
第12部：同軸形高周波コネクタ付半導体レーザ送信モジュール

JIS C 5952-12

制

2008.09.20

24

光伝送用能動部品－性能標準－
第1部：総則

JIS C 5953-1

制

2007.03.20

25

光伝送用能動部品－性能標準－
第3部：2.5 Gbit/s変調器集積形半導体レーザモジュール

JIS C 5953-3

制

2007.03.20

26

光伝送用能動部品－性能標準－
第4部：1 300 nmギガビットイーサネット用光トランシーバ

JIS C 5953-4

制

2008.09.20

27

光伝送用能動部品－性能標準－
JIS C 5953-5
第5部：半導体レーザ駆動回路及びクロックデータ再生回路内蔵ATM-PON用光トランシーバ

制

2008.10.20

28

光伝送用能動部品－性能標準－
第6部：650 nm、250 Mbit/sプラスチック光ファイバ伝送用光トランシーバ

JIS C 5953-6

制

2009.03.20

29

光伝送用能動部品－試験及び測定方法－第1部：総則

JIS C 5954-1

制

2008.10.20

30

光伝送用能動部品－試験及び測定方法－第2部：ATM-PON用光トランシーバ

JIS C 5954-2

制

2008.10.20

31

光伝送用能動部品－試験及び測定方法－第3部：単心直列伝送リンク用光送・受信モジュール JIS C 5954-3

制

2013.03.21

32

光伝送用フォトダイオード通則

JIS C 5990

改

1997.08.20

33

光伝送用フォトダイオード測定方法

JIS C 5991

改

1997.08.20

34

低速光伝送リンク用送・受信モジュール通則

JIS C 6110

改

1997.11.20

35

低速光伝送リンク用送･受信モジュール測定方法

JIS C 6111

改

1997.11.20

36

光変調器モジュール通則

JIS C 6114-1

制

2006.01.20

37

光変調器モジュール測定方法

JIS C 6114-2

制

2006.01.20

38

pin-FETモジュール通則

JIS C 6115-1

制

2006.01.20

39

pin-FETモジュール測定方法

JIS C 6115-2

制

2006.01.20

1

光増幅器－通則

JIS C 6121

改

2010.03.23

2

光増幅器－第5-2部：品質評価規格－光ファイバ増幅器の信頼性評価

JIS C 6121-5-2

制

2007.03.20

3

光増幅器－第6-1部：インタフェース－コマンドセット

JIS C 6121-6-1

制

2013.11.20

4

光増幅器－測定方法－第1-1部：パワーパラメータ及び利得パラメータ－
光スペクトラムアナライザ法

JIS C 6122-1-1

制

2011.03.22

5

光増幅器－測定方法－第1-2部：パワーパラメータ及び利得パラメータ－
電気スペクトラムアナライザ法

JIS C 6122-1-2

制

2011.03.22

6

光増幅器－測定方法－第1-3部：パワーパラメータ及び利得パラメータ－
光パワーメータ法

JIS C 6122-1-3

制

2011.03.22

7

光増幅器－測定方法－第3部：雑音指数パラメータ

JIS C 6122-3

改

2011.03.22

8

光増幅器－測定方法－第3-1部：雑音指数パラメータ－光スペクトラムアナライザ法

JIS C 6122-3-1

制

2011.10.20
2006.01.20

9

光増幅器－測定方法－第3-2部：雑音指数パラメータ－電気スペクトラムアナライザ試験方法 JIS C 6122-3-2

制

10

光増幅器－測定方法－第4-1部：過渡パラメータ－二波長法を用いた利得パラメータ測定

JIS C 6122-4-1

制

2013.11.20

11

光増幅器－測定方法－第4-2部：過渡パラメータ－広帯域光源法を用いた利得パラメータ測定

JIS C 6122-4-2

制

2013.11.20

12

光ファイバ増幅器－測定方法－第5-1部：反射率パラメータ測定方法－
光スペクトラムアナライザを用いた測定方法

JIS C 6122-5-1

制

2001.08.20

13

光ファイバ増幅器－測定方法－第6部：漏れ励起光パラメータ測定方法

JIS C 6122-6

制

1998.02.20

14

光ファイバ増幅器－測定方法－第7部：波長帯域外挿入損失測定方法

JIS C 6122-7

制

1998.02.20
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番

号

準

化

制定改正日

15

光増幅器－測定方法－第10-1部：マルチチャネルパラメータ－
光スイッチ及び光スペクトラムアナライザを用いたパルス法

JIS C 6122-10-1

制

2007.03.20

16

光増幅器－測定方法－第10-2部：マルチチャネルパラメータ－
ゲート付き光スペクトラムアナライザを用いたパルス法

JIS C 6122-10-2

制

2010.03.23

17

光増幅器－測定方法－第10-3部：マルチチャネルパラメータ－
プローブ法

JIS C 6122-10-3

制

2012.01.20

18

光増幅器－測定方法－第10-4部：マルチチャネルパラメータ－
光スペクトラムアナライザを用いた補間法

JIS C 6122-10-4

制

2012.11.20

19

光増幅器－測定方法－第11-1部：偏波モード分散パラメータ－
ジョーンズマトリクス固有値解析（JME）法

JIS C 6122-11-1

制

2010.05.20

20

光増幅器－性能仕様テンプレート－第1部：単一チャネル用光増幅器

JIS C 6123-1

改

2015.03.20

21

光増幅器－性能仕様テンプレート－第4部：マルチチャネル用光増幅器

JIS C 6123-4

改

2015.03.20

22

光増幅器－光増幅器における光損傷及び安全に関する光パワーの許容限界

TR C 0047

公
（継

2007.10.01
2013/03/01）

23

光増幅器－一般情報－偏波モード分散パラメータ

TR C 0048

公
（限

2010.07.01
2015.06.30）

24

光増幅器－分布ラマン増幅

TR C 0057

公
（限

2014.08.01
2019.07.31）

1

光ファイバ通信サブシステム試験方法－
中心波長及びスペクトル幅測定

JIS C 61280-1-3

制

2010.05.20

2

光ファイバ通信サブシステム試験方法－
受信感度及びオーバロード測定

JIS C 61280-2-1

制

2010.05.20

3

光ファイバ通信サブシステム試験方法－
光アイパターン、光波形及び消光比測定

JIS C 61280-2-2

制

2010.05.20

4

光ファイバ通信サブシステム試験方法－
第2-3部：ジッタ及びワンダ測定

JIS C 61280-2-3

制

2013.11.20

5

光ファイバ通信サブシステム試験方法－
Q値測定を用いた低ビット誤り率の決定法

JIS C 61280-2-8

制

2010.05.20

6

光ファイバ通信サブシステム試験方法－
高密度波長分割多重システムの光信号対雑音比測定

JIS C 61280-2-9

制

2010.05.20

7

光ファイバ通信サブシステム試験方法－
第2-10部：レーザ送信器の時間分解チャープ及びアルファファクタ測定

JIS C 61280-2-10

制

2012.01.20

8

光ファイバ通信サブシステム試験方法－
光信号品質評価のための強度ヒストグラム評価を用いた平均化Q値測定

JIS C 61280-2-11

制

2010.05.20

JIS C 61281-1

9

光ファイバ通信サブシステム通則

制

2010.05.20

10

光ファイバ通信システム設計ガイド－
TR C 0046
多モード及び単一モード光ファイバを用いたGbit/s伝送応用（ギガビットイーサネットモデル）

公
（継

2007.10.01
2013/03/01）

11

光ファイバ通信システム設計ガイド－
時間分解チャープ測定による分散ペナルティの計算法

TR C 0046-2

公
（限

2012.01.01
2016.12.31）

1

レーザ出力測定方法

JIS C 6180

制

1991.08.01

2

レーザ放射パワー及びエネルギー測定用検出器、測定器及び測定装置

JIS C 6181

制

1995.01.01

3

レーザビーム用光パワーメータ試験方法

JIS C 6182

制

1991.08.01

4

光スペクトラムアナライザ試験方法

JIS C 6183

制

1992.09.01

5

光ファイバ用光パワーメータ試験方法

JIS C 6184

制

1993.10.01

6

オプティカルタイムドメインリフレクトメータ（OTDR）試験方法

JIS C 6185

改

2008.01.20

7

オプティカルタイムドメインリフレクトメータ（OTDR）－第2部：校正方法－
シングルモード光ファイバ用OTDR

JIS C 6185-2

改

2014.03.20

8

オプティカルタイムドメインリフレクトメータ（OTDR）－第3部：校正方法－
マルチモード光ファイバ用OTDR

JIS C 6185-3

制

2014.03.20

9

光ファイバ用光パワーメータ校正方法

JIS C 6186

改

2008.01.20

10

光波長計試験方法

JIS C 6187

制

1999.07.20
2014.03.20

11

光波長計－第2部：校正方法

JIS C 6187-2

制

12

測定用光減衰器試験方法

JIS C 6188

制

1999.07.20

13

光反射減衰量測定器試験方法

JIS C 6189

制

2004.03.20

14

光ファイバ用光源試験方法

JIS C 6190

制

1993.10.01

15

波長可変光源試験方法

JIS C 6191

制

2005.04.20

16

光スペクトラムアナライザ校正方法

JIS C 6192

制

2008.01.20

17

光ファイバ構造パラメータ測定器校正方法

JIS C 6828

制

2004.03.20

18

光ファイバ波長分散測定器校正方法

JIS C 6829

制

2005.01.20
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1

レーザ製品の安全基準

JIS C 6802

改

2014.09.22

2

レーザ製品の安全－光ファイバ通信システムの安全

JIS C 6803

改

2013.09.20

3

レーザ製品の安全－情報伝送のための光無線通信システムの安全

JIS C 6804

制

2008.10.20

1

情報交換用CD-ROMのボリューム構造及びファイル構造

JIS X 0606

改

1998.10.20

非逐次記録を用いる追記形及び書換形の情報交換用媒体のボリューム及びファイルの構造
［要約］

JIS X 0607

制

1996.03.01

非逐次記録を用いる追記形及び書換形の情報交換用媒体のボリューム及びファイルの構造
［要約］
（追補1）

JIS X 0607

改

2001.03.20

2

3

情報交換用非逐次記録高密度光ディスクのボリューム構造及びファイル構造

JIS X 0609

制

1998.02.20

情報交換用非逐次記録高密度光ディスクのボリューム構造及びファイル構造（追補1）

JIS X 0609

改

2012.11.20

4

DVD-再生専用ディスクのボリューム構造及びファイル構造

JIS X 0610

制

2006.03.25

5

ユニバーサルディスクフォーマット（UDF）2.01

JIS X 0611

制

2012.02.20

6

ユニバーサルディスクフォーマット（UDF）2.50

JIS X 0613

制

2015.02.20

7

ユニバーサルディスクフォーマット（UDF）2.60

JIS X 0614

制

2015.02.20

8

DVD－レコーダブルディスク（DVD-R）のボリューム構造及びファイル構造

JIS X 6235

制

2009.10.20

9

DVD－書換形ディスク（DVD-RAM）のボリューム構造及びファイル構造

JIS X 6236

制

2009.10.20

10

DVD－リレコーダブルディスク（DVD-RW）のボリューム構造及びファイル構造

JIS X 6237

制

2009.10.20

11

120 mm DVD－再生専用ディスク

JIS X 6241

改

2004.12.20

12

80 mm DVD－再生専用ディスク

JIS X 6242

改

2004.12.20

13

120 mm DVD－書換形ディスク（DVD-RAM）

JIS X 6243

制

1998.01.20

14

120 mm DVD－RAMディスク用ケース

JIS X 6244

制

1998.01.20

15

80 mm（1.23 GB/面）及び120 mm（3.95 GB/面）DVD－
レコーダブルディスク（DVD-R）

JIS X 6245

制

1999.03.20

16

120 mm（4.7 GB／面）及び80 mm（1.46 GB／面）DVD－
書換形ディスク（DVD-RAM）

JIS X 6246

制

2005.08.20

17

120 mm 及び 80 mm DVD-RAMディスク用ケース

JIS X 6247

制

2005.08.20

18

80 mm（1.46 GB／面）及び120 mm（4.70 GB／面）DVD
リレコーダブルディスク（DVD-RW）

JIS X 6248

制

2007.01.20

19

80 mm（1.46 GB／面）及び120 mm（4.70 GB／面）DVD
レコーダブルディスク（DVD-R）

JIS X 6249

制

2009.04.20

20

120 mm（4.7 GB/面）及び80 mm（1.46 GB/面）
+RWフォーマット光ディスク（4倍速まで）

JIS X 6250

制

2009.04.20

21

120 mm（4.7 GB/面）及び80 mm（1.46 GB/面）
+Rフォーマット光ディスク（16倍速まで）

JIS X 6251

制

2009.04.20

22

120 mm（8.754 Gbytes／面）及び80 mm（2.66 Gbytes／面）
2層DVDレコーダブルディスク（DVD-R for DL）

JIS X 6252

制

2011.09.20

23

DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、＋R及び＋RWディスクのためのデータ移行方法

JIS X 6255

改

2015.03.20

24

情報技術－情報交換及び保存用のデジタル記録媒体－
長期データ保存用光ディスク媒体の寿命推定のための試験方法

JIS X 6256

制

2014.05.20

25

130 mm追記形光ディスクカートリッジ

JIS X 6261

制

1991.01.01

26

情報交換用90 mm/2.3 GB光ディスクカートリッジ

JIS X 6270

制

2011.01.20

情報交換用90 mm/2.3 GB光ディスクカートリッジ（追補1）

JIS X 6270

改

2012.11.20

27

130 mm書換形光ディスクカートリッジ

JIS X 6271

制

1991.08.01

28

90 mm書換形及び再生専用形光ディスクカートリッジ

JIS X 6272

制

1992.09.01

90 mm書換形及び再生専用形光ディスクカートリッジ（追補1）

JIS X 6272

改

2012.11.20

29

90 mm/230 MB光ディスクカートリッジ［要約］

JIS X 6275

制

1997.10.20

30

90 mm/640 MB光ディスクカートリッジ［要約］

JIS X 6277

制

1998.07.20

31

情報交換用90 mm/1.3 GB光ディスクカートリッジ

JIS X 6279

制

2011.01.20

情報交換用90 mm/1.3 GB光ディスクカートリッジ（追補1）

JIS X 6279

改

2012.11.20

32

情報交換用130 mm/9.1 GB光ディスクカートリッジ

JIS X 6280

制

2011.01.20

33

120 mm再生専用形光ディスク（CD-ROM）

JIS X 6281

改

2006.01.20

120 mm再生専用形光ディスク（CD-ROM）
（追補1）

JIS X 6281

改

2012.03.21

情報交換用120 mm追記形光ディスク（CD-R）

JIS X 6282

制

2009.10.20

情報交換用120 mm追記形光ディスク（CD-R）
（追補1）

JIS X 6282

改

2012.03.21

35

情報交換用120 mmリライタブル光ディスク（CD-RW）

JIS X 6283

制

2009.10.20

情報交換用120 mmリライタブル光ディスク（CD-RW）
（追補1）

JIS X 6283

改

2012.03.21

36

90 mm／1.3 GB光ディスクカートリッジ（相変化光記録）
［要約］

JIS X 6291

制

1998.07.20

34
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120 mm／650 MB光ディスクカートリッジ（相変化光記録、PDフォーマット）
［要約］

号

準

化

制定改正日

JIS X 6292

制

1998.07.20

（注） 制定改正日について、制：制定年月日、改：改正年月日を示す。
TRについては、公：公表年月日、限：有効期限年月日、継：継続年月日を示す。
規格名称について、
［要約］は要約JISであることを示す。

表2

光産業技術振興協会規格（OITDA規格）及びOITDA技術資料（TP）リスト
（2015年03月31日現在）

委員会
光受動部品標準化

規

格

名

称

番

号

制定改正年月日

1

Polarization mode dispersion measurement using polarization phase
shift method for passive optical components
（日本語訳題名：偏波位相シフト法による光受動部品の偏波モード分散測定
方法）

OITDA-PD01
2004 (Ed.1)

制

2004.8.27

2

光ディスクエミュレーションシステム
（Emulation System for Optical Disk）

OITDA-DC01
2005 (Ed.1)

制

2005.7.25

光受動部品標準化

3

Chromatic dispersion measurement using polarization phase shift
OITDA-PD02
(PPS) method for passive optical components
2006 (Ed.1)
（日本語訳題名：偏波位相シフト法による光受動部品の波長分散測定方法）

制

2006.8.29

新型太陽電池標準化

4

色素増感太陽電池の性能評価方法
（Evaluation method of performance for dye-sensitized solar devices）

OITDA-PV01
2009 (Ed.1)

制

2009.3.30

光ディスク標準化
（フォーマット）

5

再配置を少なくするファイル配置方策
（File allocation system with minimized reallocation）

OITDA DC 02
2013 (Ed.1)

制

2013.3.7

ファイバオプティクス標準化
（建物内光配線システム）

6

FTTH対応 戸建住宅用光配線システム
(Optical fiber distribution system for detached houses in FTTH)

TP01/BW
(=TP-BW01)
2011 (Ed.3)

改

2011.8.3

ファイバオプティクス標準化
（建物内光配線システム）

7

FTTH対応 集合住宅用光配線システム
(Optical fiber distribution system for apartment houses in FTTH)

TP02/BW
(=TP-BW02)
2011 (Ed.3)

改

2011.8.3

ファイバオプティクス標準化
（建物内光配線システム）

8

プラスチック光ファイバ（POF）建物内光配線システム
(Plastic optical fiber distribution system for customer premises)

OITDA/TP 03/BW
(=TP-BW03)
2012 (Ed.3)

改

2012.6.28

光部品・モジュール安全
信頼性国際標準提案及び
光受動部品標準化

9

通信用光受動部品のハイパワー信頼性に関する調査
(Technical paper of investigation of high-power reliability for passive
optical components for optical communication application)

TP04/SP·PD
2008 (Ed.1)

公

2008.8.28

光部品・モジュール安全
信頼性国際標準提案及び
ファイバオプティクス標準化
（ダイナミックモジュール）

10

通信用光部品・モジュールの動作中の振動衝撃試験法に関する調査
(Investigation on operational vibration and mechanical impact test
conditions for optical modules for telecom use)

TP05/SP·DM
2008 (Ed.1)

公

2008.8.28

光部品・モジュール安全
信頼性国際標準提案及び
ファイバオプティクス標準化
（ダイナミックモジュール）

11

可変波長分散補償器のGDR測定法に関する検討
(Group delay ripple measurement method for tunable dispersion
compensators-Technical paper)

TP06/SP·DM
2008 (Ed.1)

公

2008.10.9

光ディスク標準化
（フォーマット）

光増幅器標準化

12

光増幅器－光増幅器における四光波混合効果のための応用ガイド
（Application guide for four-wave mixing effect in optical amplifiers)

TP07/AM
2009 (Ed.1)

公

2009.5.21

光増幅器標準化

13

光増幅器－光ファイバヒューズに関する一般情報
（General information for optical fiber fuse）

TP08/AM
2010 (Ed.1)

公

2010.3.1

Sプロジェクト
重点フォローアップ及び
光受動部品標準化

14

プラグ形固定光減衰器のハイパワー信頼性に関する調査
（Technical paper of investigation of high-power reliability for plugstyle fixed optical attenuators）

TP09/SP·PD
2010 (Ed.1)

公

2010.3.25

光能動部品標準化

15

光増幅器励起用及びファイバレーザ励起用半導体レーザモジュールの信頼
性評価方法に関するガイド
（Laser modules used for optical amplifiers and fiber lasers-Reliability
assessment guide）

OITDA/TP 10/AD
2012 (Ed.1)

公

2012.7.10

ファイバオプティクス標準化
（建物内光配線システム）

16

ビルディング内光配線システム
（Optical fiber distribution system for customer premises）

OITDA/TP 11/BW
2012 (Ed.1)

公

2012.8.22

光通信システムの
スマート化に適用した
光部品の国際標準化提案

17

レセプタクル形光トランシーバの光コネクタ端面清掃に関するガイドライン
（Guideline of optical connector endface cleaning method for
receptacle style optical transceivers）

OITDA/TP 12/TP
2012 (Ed.1)

公

2012.11.1

光能動部品標準化

18

光伝送用能動部品－性能標準－GEPON用光トランシーバ
（Fiber optic active components and devices-Performance standardsGEPON transceivers）

OITDA/TP 13/AD
2013 (Ed.1)

公

2013.3.22

光能動部品標準化

19

光伝送用能動部品－試験及び測定方法－GEPON用光トランシーバ
（Fiber optic active components and devices-Test and measurement
procedures-GEPON transceivers）

OITDA/TP 14/AD
2013 (Ed.1)

公

2013.3.22

ファイバオプティクス標準化
（ダイナミックモジュール）

20

波長選択スイッチの動的クロストーク測定に関する検討
（Dynamic Crosstalk Measurement for Wavelength Selective Switch)

OITDA/TP 15/DM
2013 (Ed.1)

公

2013.10.15

ファイバオプティクス標準化
（ダイナミックモジュール）

21

通信用ダイナミックモジュールの動作環境条件に関する調査
（Investigation on Operating Conditions for Dynamic Modules for
Telecom Use)

OITDA/TP 16/DM
2013 (Ed.1)

公

2013.10.15

22

光伝送用能動部品－性能標準テンプレート－DWDM伝送用波長可変レーザ OITDA/TP 17/AD
モジュール
2014 (Ed.1)
（Fiber optic active components and devices-Performance standard
template-Wavelength tunable laser diode module for Dense WDM
transmission)

公

2014.3.31

光能動部品標準化
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光能動部品標準化

23

光伝送用能動部品－試験及び測定方法－DWDM伝送用波長可変レーザモ
ジュール
（Fiber optic active components and devices-Test and measurement
procedures-Wavelength tunable laser diode module for Dense WDM
transmission)

OITDA/TP 18/AD
2014 (Ed.1)

公

2014.3.31

光コネクタ標準化

24

シャッタ付き光アダプタの遮光特性測定に関する調査
（Investigation of examinations and measurements-Light–blocking
performance of optical adaptor with shutter)

OITDA/TP 19/CN
2014 (Ed.1)

公

2014.3.31

光能動部品標準化

25

光伝送用能動部品－性能標準－GPON用光トランシーバ
（Fiber optic active components and devices－Performance standards
－GPON transceivers)

OITDA/TP 20/AD
2015 (Ed.1)

公

2015.2.6

光能動部品標準化

26

光伝送用能動部品－試験及び測定方法－GPON用光トランシーバ
（Fiber optic active components and devices－Test and measurement
procedures－GPON transceivers)

OITDA/TP 21/AD
2015 (Ed.1)

公

2015.2.6

27

波長選択スイッチのインタフェース仕様の標準化検討経緯
（Discussion process of the standardization of wavelength selective
switch interface specification)

OITDA/TP 22/DM
2015 (Ed.1)

公

2015.2.6

ファイバオプティクス標準化
（ダイナミックモジュール）

2.

ファイバオプティクス標準化部会

関しては必要に応じ見直し・補足を行う。
⑵

本部会は、ファイバオプティクス標準化活動を常に先行けん

引することを目的に、光標準化会傘下にあって企画推進的な役

IEC状況紹介
昨年度に引き続きアクテルの状況が紹介された。IECの標

割を果たす役割を担っている。

準管理評議会（SMB）傘下にあったアクテル（ACTEL：通

インターネットの急激な拡大をはじめとする情報通信の進

信関係のアドバイザリコミッティ）は解散となり、IECのICT

展、光技術をベースとした情報家電の普及に伴い、光技術は、

を統括する新しい組織を検討するアドホックグループが設立

その産業における重要性を増すとともに、応用範囲が格段に広

されたとの情報を共有した。
⑶

がりつつある。従って、ファイバオプティクスの標準化も重要性

申請JIS・TRの状況確認

を増すとともに、多様な応用分野への適用を考慮したものに広

METI、JSA関係者の尽力もあり、申請しているJIS原案の

がっていこう。このような時代背景の中で、もう一度ファイバオ

多くのJIS化が進んでいる。2014年度末の段階で各標準化部

プティクスの標準化の目的と対象を見直し、標準化すべき項目

会において原案作成中のJIS公募案件は18件、原案作成後

を洗い出しと、標準化のあるべき姿を求める標準化ビジョンの

JSAに提出されJSAで原案審議中の案件は19件、METIに申

策定が重要である。

出されJISCで審議中の案件は３件である。今年度中に発行

本部会は、今年度、このような問題意識に立脚し、ファイバオ

に至ったJISは25件であった。また、公表されたTRは１件で

プティクス全般に関する調査研究を推進するとともに、JIS化と

あった。JISC再編及びIEC東京大会開催の影響により、JIS

国際標準化における問題点の改善・戦略提案について重点的

審議に一時的な遅れが生じていたが年度末に取り戻した。

に取り組んだ。また、JISおよび国際標準を補完するために本

申請中のJIS提案数もまだ多いので、引き続き状況をフォロー

部会で検討し、導入した団体規格・技術資料（OITDA規格・

していく。
⑷

TP）については、標準化の推進のためにさらにいっそう発展さ
せていく。

JIS原案作成の課題
用語および表記方法に関して、JISC電子技術専門委員会

今年度は昨年度同様、翼下に、企画調整専門部会、ダイナ

の審議およびJSA規格調整分科会からの指摘に対応した。

ミックモジュール専門部会、建物内光配線システム専門部会及

用語スペクトル／スペクトラムの使い分けに関しては、H24

び光ファイバセンサ専門部会の四つの専門部会をもち活動し

年度にJISC電子技術専門委員会にて光協会における運用方

た。

法を説明したが、その際に特別扱いとした光サブシステム標
準化部会において、今回、他の部会と同じ運用にするという

2.1 企画調整専門部会
2.1.1 目的・活動内容

決定がなされた。すなわち、「スペクトラムアナライザ」を除
き、全て「スペクトル」に統一する。

効率的なJIS化および国際標準化活動に向けて、国際標準

JSA規格調整分科会において、METIから「測定法」を

化をバックアップする視点からのJIS標準化戦略の策定、効率

「測定方法」に統一したらどうかとの指摘があった。このこ

的な標準化原案作成のための問題点抽出と改善案の検討、

とを考慮し、次のように統一して問題がないかどうか各標準

OITDA規格および技術資料（TP）の推進とアフターケアを継

化部会の意見を求めることとした。

続して進める。

◦「試験法」「測定法」は「試験方法」「測定方法」に統一

2.1.2

◦「method」の和訳について「…方法」とするか「…法」とす

⑴

する。

今年度の活動

標準化活動の基本スタンス

るかは、違和感のないように適用する。
⑸

標準化戦略基本方針は、引き続き継続する。なお、国の標
準化戦略・社会的要求も変化してきており、関係する事項に
技術情報レポート
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OITDA規格及びOITDA技術資料（TP）推進
本年度は３件のOITDA技術資料（TP）が公表された。
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標

準

化

公表されたのは、昨年度に引き続き光能動部品標準化部会

チキャストオプティカルスイッチの呼称に関する提案、ダイナ

から提案された２件と、ダイナミックモジュール専門部会から

ミックモジュール共通制御インタフェースに関して報告を行

提案された１件である。

い、マルチキャストオプティカルスイッチの標準化について作

2.2

業開始することが合意された。

ダイナミックモジュール専門部会

2.2.3

通信トラフィックの増大に対応するため、伝送速度100Gbit/s

今後の活動予定

の大容量光伝送システムが着々と商用導入されている。一方

ダイナミックモジュールは実システムへの導入が活発に進ん

で、光ネットワークシステムには伝送容量を確保するだけでな

でいる。今年度はマルチキャストオプティカルスイッチの標準化

く、トラフィックの動的な変化や、予期せぬ自然災害による伝送

に対する取組を開始した。こうした状況の中、本部会はIEC規

路の寸断等に柔軟に対応できる機能が必要とされている．この

格文書検討および新規規格提案等のIEC国内委員会へのサ

ようなネットワークには、多方路に光 パスを切り替えられる

ポートを積極的に行うことを通じて、日本の意見が国際規格に

R O A D M（ R e c o n f i g u r a b l e O p t i c a l A d d / D r o p

十分に反映されるよう活発に活動を行ってゆく予定である。ま

Multiplexing）システムが必要不可欠であり、それを構成する

た、IECでの標準化動向を監視し、必要に応じて遅滞なくJIS

光モジュールにはトラフィック環境が変化しても信号品質を安

規格の制定検討を行うこととする。

定的に保つための自律的な制御が求められる。それを可能とす

2.3

るのが本 専門部会で審議されるダイナミックモジュールであ

建物内光配線システム専門部会

る。IECにおいてもTC 86/SC 86C/WG ５ Dynamic module

総務省の発表によると、2014年９月においてブロードバンド

グループにおいて標準化活動が行われている。以下、本専門

サービス契約者数が9200万となった。このうち光ファイバを用

部会の活動状況について報告する。

いるFTTH（Fiber To The Home）契約者数は2600万にな
り、前年度比5.6%増と増加が続いている。しかし、ブロードバ

2.2.1 検討状況

ンド契約者数に占める割合は28.3%と低下している。これは

本年度は、動作環境条件に関する性能標準（IEC 62343-1、

LTEとWiMAXのモバイルブロードバンドアクセスの増加が著

旧IEC 62343 -1- 4）、ダイナミック波長分散補償器性能標準

しいためであり、近年その傾向はより顕著になっている状況で

（IEC 62343-1-2）、ダイナミックモジュール信頼性品質標準２

ある。

版（IEC 62343-2）、OCM（Optical Channel Monitor）性能テ

本専門部会では、建物内において、居住者または住宅・建物

ンプレート（IEC 62343-3-2）、WSS（Wavelength Selective

提供者（住宅メーカ／設計者等）らが高速広帯域なデータ・映

Switch）制御インタフェース標準（IEC 62343-4-1）、ダイナミッ

像サービスを受けられるように光配線技術動向などの情報を

ク利得傾斜等化器の応答時間測定法（IEC 62343 -5 -1）、

発信し、また、これらを纏めた技術資料を作成している。

WSSの動的クロストーク測定法（IEC 62343-5-2）、ROADM

2.3.1

テクニカルレポート（IEC/TR 62343-6-4）、動作振動衝撃評

⑴

価技術テクニカルレポート２版（IEC/TR 62343-6-5）、OCMテ

建物内光配線に関する技術情報収集

光ケーブル技術

クニカルレポート（IEC/TR 62343-6-7）、WSSの動的クロス

近年、国際的に外径0.2 mm心線を用いて光ケーブルの細

トーク特性に関するテクニカルレポート（IEC/TR 62343-6-9）

径化、多心化を実現しようとするトレンドがあり、研究開発が

などのIEC規格審議文書を検討した。

進められている。海外メーカからは、外径0.2 mm心線24本

また、N×M WSS制御インタフェース標準、信頼性試験項目

をマイクロモジュール化して、それを72本束ねた外径23 mm

およびハイパワー試験に関するアンケート、並びにダイナミック

以下の1728心光ケーブルが学会発表された。国内メーカから

モジュール共通制御インタフェース、マルチキャストオプティカル

も、 2013年度に本部会で報告した間欠接着型４心光ファイ

スイッチの呼称に関する調査、検討を行った。なお、波長選択

バテープ心線を用いた超細径高密度光ケーブルに、外径0.2

スイッチのインタフェース仕様の標準化検討経緯について、

mm心線を適用し、更なる細径化、軽量化を目指した1000心

OITDA技術資料（OITDA/TP 22/DM）として公表した。

以上の光ケーブルが学会発表された。各メーカとも今後実用

2.2.2
⑴

化に向けた検討が進められると考える。

国際標準化動向

⑵

ミルピタス会合概要（2014年３月７日）

接続技術
データセンタの機器間の光ファイバの接続にはLCコネクタ
が広く使われ、極性を変更可能なLCFコネクタ、および極性

１件、測定法２件、デザインガイド（テクニカルレポート）５件

変更とピンの出し入れが可能なMPOコネクタが開発され

の審議が行われた。また、日本よりN×M WSS制御インタ

た。融着接続では、インターネット経由で融着接続機を管理

フェース標準アンケート調査結果の報告およびダイナミックモ

する「SumiCloud™」と呼ばれるシステムが開発された。クラ

ジュール共通制御インタフェースの提案を行った。

ウドサーバとスマートフォンアプリから構成され、クラウド

⑵

性能標準３件、性能テンプレート２件、制御インタフェース

東京会合概要（2014年11月５日）

サーバでは、融着接続機から送信された情報をデータベース

CD、CDV文書のコメント審議を中心に、合計10件の文書

に蓄積・管理する。融着接続機の管理者は、クラウドサーバ

審議を行った。また、日本からJIS活動のリエゾン報告、マル

の機能を利用することにより、遠隔地からでもインターネット
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経由でリアルタイムに「作業履歴」や「機体状態」を把握す

を開始し、2016年には４Kの本格放送、2020年には８Kの

ることができ、機体管理業務を幅広くサポートすることを可

本格放送を開始する予定である。

能とした。
⑶

2.4

施工技術

光ファイバセンサ専門部会

光ファイバセンサの国際標準化は、IEC/TC 86/SC 86C/
WG 2（ファイバオプティクス/光ファイバセンサ）で審議が進め

リップ」、
「小型通線器収納ケース」および「通線ツールキッ

られ、1998年にIEC 61757-１として光ファイバセンサの「総則」

ト」について紹介した。

（61757-1）がまとめられた。しかし、その後WG 2は休眠状態

⑷

建物内配線に関連する最新の施工技術について調査し
た。今回は、
「エアコンダクト貫通モール」、
「細径ケーブルグ

光システム

となっていたが、2012年秋のTC 86ケレタロ会合においてWG

今年度は、４K・８Kの放送実現のための技術動向につい

2が復活、審議が再開された。他方、国内にあってはTC 86は
電子情報通信学会（IEICE）が担当しているが、WG 2に関して

て調査した。
高画質映像に対するニーズが徐々に高まりつつあり、テレ

は、その設立のためのフィジビリティースタディを実施した協会

ビ受信機の国内市場は、テレビの大型化が進展し、４Kテレ

（OITDA）が、TC 86合同委員会の承認を得て担当しており、

ビの2013年出荷台数は約27万台と好調で、今後も急速な普

2013（平成25）年度から、OITDAファイバオプティクス標準化

及が予測されている。テレビ以外にも、４K対応機器（カメ

委員会傘下の委員会として、光ファイバセンサ標準化専門委員

ラ、業務用プロジェクター等）の市場投入が活発化してい

会が設置された。IEC/TC 86/SC 86C/WG 2の国内委員会

る。ゲーム機やネット上で視聴可能なコンテンツも一部４K化

（ミラーコミティ）としての活動を目的とし、我が国の意見を国

が進展しており、４K動画撮影に対応したスマートフォンも発

際規格作成に反映させるとともに、我が国の技術を積極的に

売される等、業務用のみならず、民生用の４K対応製品も市

国際標準として発信するための活動を実施している（表３）。

場投入され始めている。
⑸

POF技術

表３ 2014年度のIEC会合における活動
（TC 86/SC 86C/WG 2）

IEEE802.3におけるPOF物理層規格化提案の現状と進

開催日

捗について概説した。すなわち2 014 年３月に開催された

2014年
11月4日
- 5日

IEEE802.3会合において、大口径SI形POFによるGigabit
Ethernet（GEPOF）物理・リンク層の規格化検討開始が提
案され 、投票による過半数の賛同を得て、規格原案作成

TOKYO

審議文書
IEC61757-2-1/Ed1: Fibre optic sensors - Part
2-1: Strain measurement-Strain sensors based
on fiber Braggg gratings
IEC 61757-3-1/Fiber optic sensors
Part3:Distributed temperature sensing

IEC61757-1/Ed2 86C/1059/FDIS）
IEC61757-2-1/Ed1: Fibre optic sensors - Part
2015年
San Luis 2-1: Strain measurement-Strain sensors based
3月19日
Obispo on fiber Braggg gratings
-20日
IEC 61757-3-1/Fiber optic sensors
Part3:Distributed temperature sensing

Task Force（TF）設立の準備を行うStudy Group（SG）が
設立された。また、2014年10月８日（水）〜10日（金）の３日
間にわたり、International Conference on Plastic Optical
Fibers（ICPOF）2014国際会議が慶應義塾大学日吉キャン
パスに於いて開催され、参加者は13カ国129名、発表件数は

2.4.1

ポスターを含め75件、技術出展は14団体であった。発表の

FBG歪センサの標準化活動状況

1998年にまとめられた光ファイバセンサの総則に続いて、歪

概要についても報告書で紹介された。
⑹

開催場所

市場・業界

測定（61757-2）が文書化されることとなった。歪測定は、多点

市場・業界の最新動向の調査を継続して行い、より生きた

と分布計測に分けられるが、本規定は、FBGの多点計測に関

技術資料作りに反映させることを目的に調査を行った。具体

する文書であり、“IEC 61757-2-1/Ed１:Fibre optic sensors -

的には通信白書、学会、コンソーシアム等の通信関連の動向

Part 2-1 : Strain measurement - Strain sensors based on

調査と、４K・８Kの市場動向等に関して調査を行った。

fibre Bragg gratings”として、光学、環境特性および耐久性な

◦通信白書

どの定義、評価方法が規定されている。多点計測に限定してい

平成2 6年度版の情報 通信白書は、７月に総 務省より

るため、OFDR用の長尺FBG、FBG歪センサを利用したシステ

オープンされた。構成は、第一部に「ICTがもたらす世界

ムやFBG測定器等は規定対象外である。東京会合までに提出

規模でのパラダイムシフト」と題して特集を組み、第二部で

されたコメントは、FBG作製者側からの意見が多く、特に耐久

「情報通信の現況・政策動向」をまとめている。第二部に

性の測定方法や、特性評価時のFBG固定方法に関するものが

ついては、一つは毎年更新しているデータとして、平成25

多かった。日本のコメントは、光ファイバセンサ専門部会の意見

年度における総務省実施の承認統計・業務統計を中心

を集約したものであり、その数は、参加国中で最多であった。

に、日本の情報通信の現状を示す最新データを掲載して

文書の素案は、コンビーナ国であるドイツのHabelが国内団体

いる。

規格用として作成したものであるが、日本のコメントはほぼ承認
されており、国内意見が文書に反映できたと言える。東京会合

◦４K・８K市場動向
総務省より平成26年９月９日「４K・８Kロードマップに

では、３回目のCDとなっているが、サンルイスオビスポ会合に

関するフォローアップ会合 中間報告」の公表がなされた。

てCDVへの移行が承認される見込みであり、投票結果は2015

概要としては、４K・８K放送を前倒しし、2014年試験放送

年秋の会合までに判明すると思われる。
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2.4.2

分布型温度センサの標準化活動状況

準

化

規格は、コア及びクラッドにプラスチックを使用したステップイ

DTSの文書は、分布型光ファイバセンサ（DTS：Distributed

ンデックス形並びにグレーデッドインデックス形マルチモード光

temperature sensor）に関するものであり、ラマン散乱光を利

ファイバ素線について規定したものである。

用したセンサ以外にも、ブリルアン散乱光やレーリー散乱光を

JIS C 6827のJIS見直し検討において、現在、対応するIEC

利用した分布型センサも含まれており、これらの性能、試験方

60793 -1- 42 Optical fibres - Part 1- 42 : Measurement

法について規定している。近年、DTSは、油井開発、電力ケー

methods and test procedures - Chromatic dispersionは、

ブルの温度監視、プラントの火災検知等の分野で数多く採用

IEC SC86A WG１ にてEd.3.0として発行されたことを受け、

されており、標準化への期待も高まってきている。2012年11月

JIS C 6827をIEC 60793-１-42 Ed.3.0をもとに、改正することを

にNP（案）が提案された以降、NP、1stCD、2ndCDに対し、米

目的とした活動を行った。本規格は、石英系シングルモード光

国、ロシア、フランス、独、スイス、日本から多くのコメントが出

ファイバ、石英系グレーデットインデックス形マルチモード光

された。特に、日本は数多くのコメントを提出しており、その多

ファイバ及び全プラスチックグレーデッドインデックス形マルチ

くが反映されている。東京会合では、2ndCDに対するコメント

モード光ファイバの波長分散の試験方法について規定したもの

に関する議論が行われ、現在プロジェクトリーダーのDaum

である。

（独）によりCDVが準備されている。従って、2015年春のサン

JIS C 6835のJIS見直し検討においては、引用規格のIEC

ルイスオビスポ会合にて、CDVに関する何らかの議論が行われ

60793-2-50 Optical fibres－Part 2-50: Product specifications

るものと予想される。近々CDVが発行されれば、2015年秋の

－Sectional specification for class B single-mode fibresが改

会合までに投票結果が判明すると思われる。

正されたことを受け、JIS C 6835も改正することを目的として昨

3.

年度に引き続き活動を行った。JIS C 6835は国際規格のIEC

光ファイバ標準化部会

60793-2-50のEd.3.0 を対応国際規格としていたが、昨年度は

光ファイバ標準化部会では、光ファイバおよび関連する部

改正されたEd.4.0を対応国際規格と位置づけて活動を行って

品・装置等の互換性、経済性、信頼性の確保をねらいとして光

いた。しかしながら、IECの標準化活動の動向も密に捉え、

ファイバの国内標準を作成するための調査研究を続けている。

Ed.5.0への改正も今年度に見込まれていたことから、正式発行

また、国際標準との関係では、新規の国際標準に対応するため

前のEd.5.0のドラフト（CDV）を参照して作業を行った。正式に

のJIS制定のほか、文書体系のIEC整合化を進めるとともに、

Ed.5.0が発行され次第、JIS C 6835の改正もできる限り早くで

国内外の光産業をめぐる動きなどにも注意を払い、タイムリー

きるようにした。今年度はJIS C 6835の原案作成を完了し、JIS

な標準化を行えるように活動を行っている。

原案作成公募制度の平成27年度B区分で申請を予定する。

3.1

3.3

偏波面保存光ファイバに関する検討

光ファイバケーブルの標準化に関する検討

今年度の偏波面保存光ファイバに関する標準化活動として、

光ファイバケーブルの標準化では、現在、JIS C 6851の国際

制定済みJIS規格のIEC標準化への取り組みを行った。具体的

対応規格IEC 60794-1-2「Optical fibre cables – Part1-2：

にはJIS C 6873 「偏波面保存光ファイバ素線」、JIS C 6840

Generic specification –Basic optical cable test procedures」

「光ファイバ偏波クロストーク試験方法」、JIS C 6872「偏波

がIEC/SC 86A/WG 3にてEd.3.0の発行に向けた改訂作業が

面保存光ファイバビート長試験方法」に対応したIEC標準化活

進められていることを受け、昨年度に引き続き、IECで改訂作

動のサポートを行っている。

業がすすめられている光ファイバケーブル試験方法に関して、

3.2

その改訂を反映して既存のJISを改訂することを目的として活

光ファイバの標準化に関する検討

動を行った。具体的には60794-1-2の改訂途中のドラフトをもと

今年度の光ファイバに関する標準化活動として、既制定JIS

に、新規追加項目のなかで国内でも使用すると判断された項目

の見直しについて検討を行った。光ファイバ素線及び試験方法

に関する和訳、またこれまでの作業進捗の纏めを行った。

に関する規格として、JIS C 6837「全プラスチックマルチモード

3.4

光ファイバ素線」およびJIS C 6827「光ファイバ波長分散試験

光ファイバ敷設技術の国内の動き

方法」について、対応する国際規格と整合を取る為、昨年度に

平成26年９月25日の国土交通省の報道発表によれば、国内

引き続き審議を継続した。加えて、IECで改訂作業がすすめら

では規制されている道路下への光ファイバケーブル敷設に関す

れている光ファイバ規格に関して、その改訂を反映して既存の

る技術検討が開始された。報道発表を引用すると、以下の主旨

JIS規格を改訂することを目的として活動を行った。具体的に

で検討委員会が設置された。

は、IEC 60793-2-50の改訂に従い、JIS C 6835「石英系シング

無電柱化については、道路の防災性の向上、安全で快適な

ルモード光ファイバ素線」の改訂素案の作成を昨年度に引き続

通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興等の観点から

き行った。

整備が進められてきたが、今後、2020年東京オリンピックも視

JIS C 6837のJIS見直し検討において、対応する国際規格は

野に更なる整備促進に向けて、より一層の低コスト化や基準緩

20 09年に第３版として発行されたIEC 60793 -2- 40:20 09、

和が求められる。そのための技術的な課題を解決するために、

Optical fibres-Part 2-40: Product specifications - Sectional

「無電柱化低コスト手法技術検討委員会（仮称）」が設置され

specification for category A４ multimode fibresである。本

た。無電柱化低コスト手法技術検討委員会は、国土交通省を
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主管に、総務省、経産省等関係省庁、通信事業者、電力事業

ル、下水管布設用屋外光ファイバケーブル、ガス管敷設用屋

者等関連機関と連携して検討を進めていくが、当協会からは

外光ファイバケーブル、上水管敷設用屋外光ケーブル、送電

光ファイバ標準化部会議長が委員として検討に加わっている。

線沿線用架空光ファイバケーブル、ADSSなどについて審議

既に国土技術政策総合研究所にて、電柱を使って配線してい

された。
⑶

るケーブル類を、現行の基準よりも浅い位置に直接埋設し、

新規提案

ケーブル類の特性変化を検証する実験が行われた。

3.5

現在ケーブルのエレメントの一つである光ファイバリボン
は、主に屋外ケーブルセクショナルスペックIEC 60794-3に

国際標準化動向

規定されており、屋内ケーブル等の他のケーブル構造でも

光ファイバに関連する国際標準化 機関であるI E Cおよび

IEC 60794-3を参照するかたちで各文書に記載がなされてい

ITU-Tでは、技術の進展に伴い標準化作業も着々と進められて

る。コンビナより、リボンが屋内ケーブル等でも積極的に使用

おり、タイムリーなJISの制改定を行うため、当部会においては

されている現状を踏まえ、より一般化して参照できるように

各機関における審議状況について適宜報告を行っている。IEC

すべきとの提議があった。審議の結果、新たに光ファイバリ

の光ファイバ関連標準化組織は、TC 86/SC 86Aでその下に

ボンに関しての文書をIEC 60794-1-3として新規制定する方

WG 1（光ファイバ）、WG 3（光ファイバケーブル）という構成で

向で審議を進めていくことが合意された。

ある。ITU-Tの光ファイバ関連標準化組織は、SG15（光伝送

4.

網およびアクセス網整備）で、その下のWP2（伝送網技術およ

国内では、通信ネットワークのトラフィックは年間30%以上の

び物理層整備）に課題５（光ファイバ及びケーブルの特性と試

急激な増加を続けている。通信ネットワークの基盤となるのが

験方法）と課題16（光基盤設備とケーブル）が入っている。

3.5.1

光コネクタ標準化部会

光ファイバを伝送媒体とする光通信ネットワークであり、光ファ

光ファイバに関する標準化動向

イバの接続を担う光コネクタは、光通信設備おいて個体数とし

2014年11月に開催されIEC/SC 86A/WG 1の東京会合で光

ては最も多く使用されている光部品であり、通信装置や伝送路

ファイバについて検討された項目は次のとおりである。

のインタフェースを構成するために、標準化が極めて重要な部

⑴

品である。

新規文書の制定
偏波面保存ファイバに関する製品規格と測定方法の規格

JISの改正や制定にあたっては、WTO TBT協定に基づき、

は、日本がプロジェクトリーダ（PL）を担当し、提案状況が

JISを対応するIEC規格に整合させることを前提としている。両

報告された。ビート長測定方法は、位相ビート長測定をRTM

規格に対応するために製品仕様や試験測定方法を増やす必要

とすることで基本合意され、偏波クロストーク測定方法も、

がなくなり、また、光コネクタやそれを使用する光装置の国際間

日本提案のパワーレシオ法をRTMと明記することを確認し

の流通が容易になるといったメリットがある。しかし、両規格

た。今回の議論を踏まえ、NP文書を回覧することが合意さ

間では規格の体系が異なっているため、これまで制定してきた

れた。

JIS体系を見直した上で、IEC規格との整合化を進めている。

⑵

既存文書の改訂

今後もJIS独自の個別規格を中心にIEC規格との整合化を図る

光ファイバ製品規格として、光ファイバ製品規格概要、プラ

と共に、次世代の新規光コネクタの技術動向を調査し、技術的

スチッククラッドマルチモードファイバ（カテゴリA３）規格、

検証等を適宜実施しながらIEC標準化への提案およびJIS化

200μm被覆径ファイバの規格変更提案について審議され

を進めていく。

た。また光ファイバ測定法規格として、光ファイバ寸法測定

4.1

方法の修正、その他応力腐食感受性（疲労係数）、伝送損

光コネクタに関わる経済・社会活動の利便性、効率、公正、

失、MFD、帯域、波長分散などについて審議された。

3.5.2

進歩および製造・使用に対して安全や健康の保持、環境の保

光ファイバケーブルに関する標準化動向

護のために、光コネクタの規格制定を通じて人為的に少数化、

2014年11月に開催されIEC/SC 86A/WG 1の東京会合で光

単純化、秩序化を行う。また、光コネクタ（技術）は汎用的な分

ファイバケーブルについて検討された項目は次のとおりであ

野の製品（技術）と位置づけ、互換性の確保に努める。

る。
⑴

◦利便性：互換性の確保
新規文書の制定

◦効率：品種削減を通じての量産化等

光ファイバケーブル製品規格として、コネクタ付け用屋内ブ

◦公正：消費者の利益の確保

レイクアウトケーブル製品規格、応急布設・回収用屋外光

◦進歩：新しい知識の創造や新技術の開発・普及の支援等

ケーブルファミリスペックについて審議された。
⑵

部会調査方針

JIS化の判断基準としては、次の点を考慮する。

既存文書の改訂

①複 数社が製造・販売しているシステムや装置等の製品の

光ファイバケーブル通則及び試験方法、試験手順につい

中で汎用的な製品（技術）として実績のある光コネクタ

て、また光ファイバケーブル製品規格として、屋内光ファイバ

（技術）である。

ケーブル、屋外光ファイバケーブル、ダクト・直埋用屋外光

②J ISを策定する上で十分な技術的バックアップが得られる

ファイバケーブル、自己支持型架空用屋外光ファイバケーブ
技術情報レポート
2014年度OITDA

光コネクタ（技術）である。

49

標
5.

③ 関連特許に関する通常実施の支障が無いこと。

準

化

光受動部品標準化部会

光受動部品標準化部会では、新規光受動部品の標準化原

なお、日本で開発された光コネクタ（技術）で世界的にも普
及し、IEC規格等の国際標準化の動きが見えるものに関して

案および既制定JIS改正案の作成、光受動部品の試験法・測

は、先行もしくは並行して規格化を進める。また、JISに規格が

定法およびJIS性能標準に関する調査・検討、国際的な標準化

あるが、IECには無い規格については、その必要性を精査し、

の動向調査などを行っている。今年度は、部会の中に３つの

適宜IECへ提案を行う。逆に、IECに規格がありJISに無いもの

ワーキンググループ（WG）を編成し、部会を９回開催して標準

については、その必要性を精査し、適宜JIS化を推進する。

化活動を推進した。

JIS、IEC規格の廃版、またはIECへ提案する前段階など、必要

5.1

に応じてOITDA規格を策定する。

4.2

部会活動概要

通 則・総則、光学素子、信頼性およびハイパワー
評価に関する標準化（WG 1）

JIS通則案の作成、IEC総則文書へのコメント対応などを

光コネクタ標準化部会では、文書案作成、調査研究等に係

行っている。JIS C 5877-1（偏光子－第１部：通則）が規格調整

る多数の検討事項を効率的かつ円滑に処理するために、部会

分科会および電子技術専門委員会の審議を受け、JISとして制

全体を複数のワーキンググループ（WG）に分割し、担当する作

定された。JIS C 5920-1（光伝送用パワー制御受動部品－第１

成文書や調査研究等について、重点的かつ詳細な検討を実施

部：通則）の改正案を日本規格協会（JSA）に提出し、規格調

した後、部会全体での審議を行っている。本年度（2014年度）

整 分 科 会の審議を受け、JSAより申出を行った。光 伝送用

も前年度と同様にWGを構成し、WG 1（多心系光コネクタ、試

WDMデバイス－第１部：通則、および光伝送用スイッチ－第１

験・測定法）、WG 2（単心系光コネクタ）の２つのWG体制で

部：通則の改正案を作成し、JSAに提出した。IEC総則審議文

活動を推進した。本年度のWG構成と分担内容を表４に示す。

書対応として、光スイッチ総則、波長選択制のない光ブランチ
ングデバイス、光フィルタ総則および光サーキュレータの改版・

表４
WG
WG 1

審議対応、IEC総則に共通する用語の整理、基本的な用語を

ワーキンググループ（WG）の構成と分担
調

査

分

担

規定することの提案、JIS改正時の問題事項の修正提案などを

構成メンバ

行った。

多心系かん合標準、性能標準、光学
渋 谷（ リ ー ダ ）、
互換標準の素案化、試験・測定法標準、
与板、加藤、鎌田、
国際標準との整合、強度試験に関す
末松、嶋津、中村
る調査研究

5.2

リエゾン

IEC/TC 86/SC 86B

他 委 員 会、
部会とのリ 光受動部品標準化部会
エゾン活動
T プロジェクト 2

試験・測定方法に関する標準化（WG 2）

光受動部品の試験・測定方法に関して、IEC 61300規格群

山内（リーダ）、平、
単心系かん合標準、性能標準、信頼
大久保、北條、中
性、光学互換標準の素案化、国際標
WG 2
水流、吉田（太）、
準との整合、フェルール穴角度測定、
浅川、礒野（オブ
端面清掃に関する調査研究
ザーバ）

の試験・測定方法のJIS文書化を継続して進め、JIS C 61300-1
（光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測
定手順－第１部：通則）が規格調整分科会および電子技術専

渋谷

門委員会の審議を受け、JISとして制定された。JIS C 61300-338（光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び

渋谷

測定手順－第３-38部：群遅延、波長分散及び位相リップル）の

渋谷

制定案をJSAに提出し、規格調整分科会の審議を受け、JSAよ
り申出を行った。光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基

本年度もJIS化提案・IEC標準化提案に向けた調査および文

本試験及び測定手順－第３-21部：切替時間測定、および光ファ

書原案の検討を活動の中心として、前年度からの引き継ぎ案件

イバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－

および本年度の応募案件について、JISの改正・策定に向けて

第３-50部：光スイッチのクロストーク測定の制定案を作成し、

原案作成を行った。また、当部会との関連が深い組織における

JSAに提出した。また、IEC回覧文書へのコメント対応および

リエゾン活動も行った。本年度に実施した調査・標準化検討お

IEC 61300規格群の文書の改版・作成に対応し、日本IEC委員

よびリエゾン活動の項目を以下に示す。

をサポートした。

⑴

光コネクタ標準化の検討

5.3 JIS個別規格・IEC性能標準に関する標準化
（WG 3）

◦光コネクタ通則の標準化検討

JIS個別規格案の作成、IEC性能標準案の提案および回覧

◦光コネクタ個別規格の標準化検討

文書コメント対応を行っている。JIS C 5910-3（波長選択性の

◦光学互換標準の標準化検討

ない光ブランチングデバイス－第３部：シングルモード光ファイ

◦試験・測定方法の標準化検討

バピッグテール形１×N及び２×N光ブランチングデバイス）が

⑵

◦かん合標準の標準化検討

リエゾン活動

規格調整分科会および電子技術専門委員会の審議を受け、

◦IECにおけるリエゾン活動

JISとして制定された。JIS C 5914-3（光伝送用サーキュレータ

◦JIS光受動部品標準化部会におけるリエゾン活動

－第３部：シングルモード光ファイバピッグテール形光サーキュ

◦Tプロジェクト２におけるリエゾン活動

レータ）およびJIS C 5920-3（光伝送用パワー制御受動部品－
第３部：シングルモード光ファイバピッグテール形電気制御式
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可変光減衰器）の制定案作成を開始した。また、IECの性能標

の意見表明を行っていく。

準案に関して、新規文書の作成・提案、コメント対応、文書修

6.

正および審議中の文書の規定内容の妥当性検証、IEC国内委

光能動部品標準化部会

現在、種々の光能動部品が、映像やオーディオ等の民生機

員を通じてIECへ提案するためのサポートを行った。

器、情報処理・光伝送システム等の産業用機器の基幹部品とし

5.4 海外における標準化動向（IECにおける審議動向）

て幅広く使用されている。このような状況において、光能動部品

IEC/TC 86/SC 86Bでは、光ファイバ接続デバイス（光コネ

に関する標準化の推進は、機器の低コスト化と共に、世界的技

クタ、光ファイバマネジメントシステム、クロージャ、スプライスな

術競争に勝ち残りつつ産業の一層の発展を図り、技術の効率

ど）および光受動部品に関する標準化を進めており、今年度は

的利用の拡大を図るために必要不可欠である。

2014年５月にイスタパ（メキシコ）、11月に（東京）にて会合が

光能動部品関連のIEC規格の主要なものは、現在ほとんど

開催された。

JIS化が完了している。しかし新しい光伝送システムの導入が

⑴

光受動部品（WG 7）関連

世界中で順次進められている現状に伴い、IECでは新たな部

総則、性能標準、信頼性文書および技術レポートを審議し

品に関する規格が審議・制定されつつあり、それらも必要に応

ている。今年度は、総則では、光スイッチ総則（第５版）およ

じてJIS化の必要性が生じるものと考える。当部会では、標準

び分散補償器総則（第３版）が発行された。性能標準では、

化ニーズに沿ったJIS素案の検討を行うことを基本姿勢とし、ア

１×N/２×N光ブランチングデバイス（カテゴリC）、同（カテ

ンケート調査等によって明らかとなった市場の要求に適応した

ゴリU）、同（カテゴリO）、ピッグテール形OTDR反射デバイ

標準の作成を目指して活動を行っている。2014年度は、これま

ス（カテゴリC）、プラグ形OTDR反射デバイス（カテゴリ

での検討結果を踏まえ、国際標準化の動向も勘案しつつ活動

C）、ピッグテール形電気制御式可変光減衰器（カテゴリ

を行った。

C）、１×２/２×２シングルモード光スイッチ（カテゴリC）お

6.1 審議経過概要
6.1.1 JIS素案作成に向けた検討

よび中規模１×N DWDMフィルタ（カテゴリC、第２版）が
発行された。審議は、総則の改版および性能標準に関する
ことが中心で、2015年２月現在、メンテナンス文書を含め、

2014年度は、昨年度の成果及び課題を基に検討を深めて具

10件の回覧文書がある（総則３件、性能標準５件、信頼性２

体的標準化案の作成を進め、 OITDA規格あるいは技術資料

件）。

（TP）として可能なものは早期に公表し、必要ならばアンケー

⑵

試験・測定方法（WG 4）関連

ト調査等を再度行うなどして、国際標準化の動向とも歩調を合

試験・測定方法は、61300シリーズで規格化され、光コネ

わせてJIS化ができるよう活動を行うこととした。2014年度は

クタおよびクロージャを中心とした光ファイバ接続部品およ

以下の５項目について検討した。

び光受動部品の試験・測定方法が規定され、61300-2シリー

⑴

今後の標準化項目の策定（新しい光伝送システムに必要
とされる光能動部品の標準化ニーズの検討）

ズは試験方法、61300-3シリーズは測定方法である。光受動
部品測定法関連では、今年度は、可変光減衰器の減衰量の

昨年度OITDA-TPとして公表した「DWDM伝送用波長可

設定の誤差および再現性測定（第３版）、切替時間測定（第

変レーザモジュール性能標準テンプレート」および「DWDM

２版）および DWDMデバイスの振幅透過特性測定（第２

伝送用波長可変レーザモジュール測定方法」をはじめ、現

版）が発行された。2015年２月現在、１件の改版文書が審議

在IECで規格化が進められている面発光レーザやROSAタ

待ちの状態である。

イプの光トランシーバ、超高速光 伝 送 用T O S A / RO S A

5.5

（Transmitter/Receiver optical sub-assembly）等につい

今後の課題

て、今後JISとしても制定が必要な光能動部品の洗い出し及

JIS通則については、IECで改版済み、もしくは審議中のIEC

びニーズ調査を行い、今後の標準化活動の指針を作成す

総則に対応し、遅滞なくJIS通則の改訂を進める。光コネクタ

る。
⑵

標準化部会と共同で進めているIEC 61300規格群の試験・測

半導体光増幅器

定法のJIS化については、JIS C 5901（光伝送用受動部品試

IEC/SC 86C/WG ４日本委員会及び光増幅器標準化部

験方法）およびJIS C 5961（光ファイバコネクタ試験方法）で

会と連携・協力して、半導体光増幅器を含めた光増幅器全

規定する試験および測定項目のうち、JISとして規定を残す必

体としての性能仕様テンプレートや試験測定方法について、

要がある項目についてはJIS C 61300規格群として早期の制定

既存光ファイバ増幅器規格と整合した規格作成を進める。
⑶

を目指す。また、JIS個別規格についても、日本国内で必要性の

光インタコネクション用E/O・O/Eデバイス

高い光受動部品について、IECと整合をとりながら滞りなくJIS

昨年度最終素案を完成させた単心直列伝送リンク用光

化を進める。さらに、JISの通則、試験・測定法および個別規格

送・受信モジュールの性能標準仕様テンプレートについて

案を作成する際に見出されたIEC規格の問題点の修正提案お

JIS化を図るほか、多波長多重伝送・多チャネル並列伝送な

よびIECへの新規提案などを積極的に行い、この部会の活動

どに今後に必要と考えられる規格についても継続して検討

の成果を国際標準化に反映させることも重要であるため、引き

を進める。

続きIEC国内委員会と連携を保ちながら、IECへの提案、日本
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標
⑷

7.

GPON/GEPON-OLT/ONU用光トランシーバ
GPON用OLT/ONU光トランシーバ性能標準及び試験・測

準

化

光増幅器標準化部会

1990年代前半から、エルビウム添加光ファイバ増幅技術の

定方法素案について、細部を詰めてOITDA規格（技術資

研究開発が急速に進められ、IECとCCITT（現在ITU-T）に

料）化を図る。同時に、昨年度OITDA/TP（技術資料）とし

おける国際標準化活動が、それぞれ、1991年９月および1992年

て発行したGEPON用OLT/ONU光トランシーバ性能標準及

２月から開始された。国内では、1994年度に、光ファイバ増幅

び試験・測定方法素案について、JIS素案化を検討する。

器標準化委員会が発足し、2001年度には、IECにおける審議

⑸

「 光 伝 送 用半導体レーザモジュール 信 頼 性 評 価 方法

対象が、ラマンファイバ増幅器、半導体光増幅器などへ拡張さ

（JIS C 5948）」についてのJIS支援

れていることを受け、ファイバの名称を削除して今日に至ってい

昨年度JISに上程した「光伝送用半導体レーザモジュール

る。

信頼性評価方法（JIS C 5948）」について、対応国際規格

当委員会は、⑴IECの規格化審議状況と国情を考慮しなが

（IEC 62572-3）と整合したJIS改正案が速やかに制定され

らJIS案を翻訳作成する、⑵国際標準化動向を把握し国内委員

るよう支援を行う。

会経由で適宜提案する、という二つの活動を柱としている。

⑹

「光伝送用能動部品－性能標準－第１部：総則（JIS C

7.1 JIS規格等の原案作成活動
7.1.1 JIS化検討

5953-１）」についてのJIS支援
「光伝送用能動部品－性能標準－第１部：総則（JIS C

当部会で原案を作成したJIS２件および標準報告書（TR）１

5953-1）」について、対応国際規格（IEC 62149-1）に整合し

件が、日本工業標準調査会の審議を経て公示された。

たJIS改正案が速やかに制定されるよう支援する。

6.1.2

◦J IS C 6123-1：光増幅器－性能仕様テンプレート－第１

国際標準化動向

部：単一チャネル用光増幅器［改正］
（2015年３月20日公

光能動部品標準化部会の扱うテーマに最も関連のある国際

示）

標準化組織は、IECにあるSC 86C及びSC 47Eである。SC

◦J IS C 6123-4：光増幅器－性能仕様テンプレート－第４

86Cは、光ファイバおよびファイバケーブル、光コネクタ、光受動

部：マルチチャネル用光増幅器［改正］
（2015年３月20日

デバイスなども含めてFiber optics全体を扱うTC 86の傘下に

公示）

ある光サブシステムおよび能動部品を扱うSCで、具体的には

◦TR C 0057：光増幅器－分布ラマン増幅［公表］
（2014年

光伝送用サブシステム、光ファイバ増幅器、光伝送用半導体デ

８月１日公示）

バイス・モジュールを包含している。また、SC 47Eは、ディスク

また、JSAのJIS原案作成公募制度（平成26年度・区分B）を

リート半導体デバイスの標準化を担当するグループで、IC・

活用して、次のIEC規格に対応したJIS原案２件の作成を進め

LSIなどの半導体デバイス全般を扱うTC 47の傘下にある。な

ている。

お、SC 47Eの所掌範囲には光半導体のみならず通常の電子デ

◦I EC 612 9 0 -3 -3 Ed.1.0：Optical amplifiers - Test

バイスも含まれている。

6.2

methods - Part 3-3: Noise Figure Parameters – Signal
to total ASE ratio［JIS制定］

今後の課題

◦I EC 6129 0 -10 -5 Ed.1.0：Optical amplifiers - Test

先端的技術分野の一つである光能動部品については、国際

methods - Part 10 -5: Multichannel parameters –

的な規格策定作業と並行して国際規格と整合したJISが速や

Distributed Raman amplifier gain and noise figure

かに制定されるように活動を進めることが望ましい。現在、光

［JIS制定］

能動部品標準化部会で検討を進めているデバイスについて

さらに、次のIEC規格、IEC/TRに対応した原案の作成に着

は、まだすべての項目について完全とは言えない部分もある

手する。

が、形が整ったものからOITDA規格として関係者に公開して

◦I EC 612 9 0 - 4 -3 Ed.1.0：Optical amplifiers - Test

運用していくことが重要であると考えている。

methods - Part 4-3: Power transient parameters in

IECにおいては、新たに40Gbit/s超高速光伝送用小型光ト

single channel optical fiber amplifiers for receivers

ランシーバ用パッケージや面発光レーザなどの規格案が提案・

［JIS制定］

審議され、半導体光増幅器や波長可変レーザモジュール、ある

◦I EC/TR 61292-9 Ed.1.0：Optical amplifiers - Part 9:

いは光集積回路用パッケージなどの規格化の必要性が議論さ

Semiconductor optical amplifiers （SOAs）
［TR公表］

れており、これらの新しい光能動部品に関する動きおよび標準

7.1.2 IEC技術標準報告書（TR）およびOITDA規格の
原案検討

化ニーズについても、国際規格との整合を念頭に適切な時機に
JIS化が図れるよう活動を進める必要がある。

以下の検討を実施した。

また、現行の光能動部品関連JISの中には10年以上前に制

◦ファイバヒューズに関するIEC TR原案（IEC/TR 61292-

定されたものも含まれており、その後の技術進展に伴い見直し

４）：文書発行

が必要なものも出てきつつある。これらについても適切な時期

◦利得パラメータ測定方法・IECアンブレラ文書原案（IEC

に見直しを図る必要がある。

61290-１）：文書発行
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光スペクトラムアナライザを用いた利得パラメータ測定方法

述。CD回覧済。

に関するIEC文書改正原案（IEC 61290-１-１）：CDV回覧

7.2.2

光パワーメータを用いた利得パラメータ測定方法に関する

に議論し、IEC会合でJISリエゾン報告をし主導的立場で積極

◦ハ イパワー光増幅器に関するI EC TR 原案（I EC/TR

的に議論を行った。

61292-8）および光産業技術振興協会の新規規格：CD回

①I EC 61290-１：Optical power and gain parameters（利

覧

得パラメータ測定方法・アンブレラ文書）：IS発行済（日

◦半 導体光増幅器に関する性能テンプレート原案作成：CD

本担当）

回覧

②I EC 61290-4-3 Optical amplifiers - Test methods -

◦利得制御単一波長増幅器の利得パラメータ測定方法に関

Part 4 -3: Power transient parameters in single

する新規文書提案

channel optical fiber amplifiers with output power

◦空間多重光ファイバ伝送用光増幅器に関するIEC技術標

control：CDV回覧済

準報告書（TR）原案および光産業技術振興協会の新規

③I EC 61290-10-5 Optical amplifiers - Test methods -

規格

7.1.3

Part 10-5: Multichannel parameters – Distributed

その他の活動

Raman amplifier gain and noise figure：IS発行済

JIS C 6122-1-1:2011、JIS C 6122-1-2:2011、JIS C 6122-1-

④I EC/TR 61292-8：High power optical amplifiers ：NP

3:2011、JIS C 6122-3:2011、JIS C 6122-3-2:2006、JIS C

回覧予定（日本担当）

6122-5-1:2001、JIS C 6122-11-1:2010の見直し調査を実施し

また、以下に示す新規文書化の検討が行われている。

た。また、昨年度作成した訳語表に、訳語の追加と、日本工業

⑤利得制御単一波長増幅器の利得パラメータ測定方法（日

標準調査会の電子技術専門委員会、日本規格協会の規格調整

本担当）

分科会などからの指示に従った修正と新規訳語の追加を行っ

⑥空間多重光ファイバ伝送用光増幅器

た。

7.2

新規文書の動向

以下に進行状況を示す。①、④～⑥に関し本部会で積極的

IEC文書改正原案（IEC 61290-3-１）：FDIS回覧

8.

IEC動向調査とIEC活動への協力

光サブシステム標準化部会

国際標準化機関のワーキンググループであるIEC/TC 86/

IEC/SC 86C/WG 3を中心に、光増幅器関連の国際標準化

SC 86C/WG 1は、光通信システム及びサブシステムの物理層

状況の調査を行うと共に、IEC/TC 86国内委員会と協力を

に関する標準化を扱っており、光システムの設計ガイドラインの

行った。

制定および光システム（システム一般、デジタルシステム、光ケー

7.2.1

ブル設備や光リンク）の試験法の規格化を進めている。本部会

既存文書の動向

は、SC 86C/WG 1での標準化を支援すると共に、発行済みの

以下に進行状況を示す。

IEC規格の中で国内ニーズの高いものから順次JIS化を進めて

◦I EC 61290-1シリーズ（対応JIS C 6122-1-1～-3）：昨年度

きた。また、日本が進んでいる技術のより積極的なIECへの提

に引き続き、アンブレラ文書制定に伴い、本シリーズの２

案を促進するため、新技術の調査と貢献文書作成の支援を

文書に対して、アンブレラ文書と整合化した改定案（日本

行ってきた。2014年度も、光サブシステムのJIS化および国際標

がプロジェクトリーダ）を審議。

準化への提案・支援において活発に活動を行った。

IEC 61290-1-1 Ed.2.0（対応JIS C 6122-1-1）光スペクトラム

本年度に得られた成果を要約すると以下の通りである。

アナライザを用いた利得パラメータ測定方法：CDV回覧済（日

①光 サブシステムに関するIEC規格を翻訳したJIS原案の作

本担当）

成を進めた。

IEC 61290-1-3 Ed.2.0（対応JIS C 6122-１-３）光パワーメー

◦I EC 61280-４-４

タを用いた利得パラメータ測定方法：FDIS回覧済（日本担

既設リンクの偏波モード分散測定

法：

当）

2014年10月にJIS原案を日本規格協会（JSA）に提出

◦I EC 61290-4-1 Ed.1.0（JIS C 6122-4-1）過渡パラメータ

し、2015年１月に規格調整分科会で審議された。

―二波長法：日本から修正点を反映した改定案の審議。

◦J ISの見直し

CD回覧済。

制定後５年経った下記２件の改正作業を進め、2014

◦I EC 61291-2 Ed.4.0（JIS C JIS C 6123-1）性能仕様テン

年11月にJIS公募に応募した。

プレート－単一チャネル用光増幅器：光ファイバ増幅器と

◦J I S C 6 1 2 8 0 -1 - 3：中心波長及びスペクトル幅測定

半導体増幅器の性能仕様テンプレートの統合を図った改

（WG４）

定案を審議。CD回覧済。
（日本担当）

◦J I S C 6 1 2 8 0 - 2 - 2：光アイパターン、光波形及び消光

◦I EC 60291-5-2 Ed.2.0（対応JIS C 6122-5-1）品質評価規

比測定（WG６）

格－光ファイバ増幅器の信頼性評価：光増幅器の小型化

②J ISでの技術用語統一のためにこれまでに作成した専門用

の流れを考慮し、重量に応じた試験条件の分類化を記

語の訳語対照リストの更新を継続して進めた。その結果、

技術情報レポート
2014年度OITDA

53

標

準

化

本年度翻訳した規格に現われた新たな用語９件の追加お

との整合性も考慮した素案の改正を行った。また、現状のJIS

よび２件の修正を行い、計323語の日本語訳を確定させ

C 6185 ｢OTDR試験方法｣を廃止した上で、新たにJIS C 6185-

た。

1｢オプティカルタイムドメインリフレクトメータ（OTDR）－第１

ファイバオプティックス標準化員会の企画調整分科会

部：試験方法｣を制定する形で、JIS原案作成公募（平成27年度

で設置されているIEC訳語共有化WGに対して当標準化

区分A）への応募手続を行った。

分科会の訳語リストの改定版を提供した。今後も、Web公

昨年度の素案からの改正の主なポイントは以下の通りであ

開に向けた光技術用語表の作成に積極的に協力してい

る。

く。

①国際規格との整合のため、遅延時間を距離に変換する際

③I EC/TC 86/SC 86C/WG1での標準化審議にメンバーを

の群屈折率の設定値を1.500から1.460に変更した。

派遣し、国際標準作成に協力している。本年度はミルピタ

②距離確度（不確かさ）試験における距離スケール偏差、距

スと東京で開催された２回の会合に参加した。日本が貢

離オフセットの測定法を、最小２乗法によるフィッティング

献した主な成果は以下の通りである。

から、短距離、長距離の２点で測定する方法に改め、測定

◦ソフトウエアトリガリング法を用いたQ値ならびにアイパ

を簡略化した。

ターン測定法（IEC 61280-2-12）：日本提案のソフトウェ

③距 離スケール偏差、距離オフセットは製品個別の偏差を

アトリガリングを利用した非同期サンプリングによる光

表すパラメータであり、これらの値の存在範囲が製品全体

伝送信号品質の評価法がISとして2014年５月に発行さ

としての精度を保証する値と捉え、これらの値の製品ごと

れた。

のばらつきを、製品仕様としての確度の参考値とした。

◦シングルモード光ファイバ既設伝送路の損失・反射減衰

④個別不確かさ試験において観測される偏差の分布は、許

量測定法（IEC 61280-4-2）の改定：日本からのコメント

容動作環境の範囲内での一様分布に近い（極端な偏差は

が反映された改定版をFDIS回覧へ進めることとなっ

観測されない）と考えられる。そのため、各動作条件の偏

た。

差の積み上げをやめ、部分不確かさとして扱うこととし

◦光アイパターン、光波形及び消光比測定法（IEC 61280-

た。

2-2）：日本より、JIS 翻訳作業中に発覚した不備につい

⑤反 射率試験の方法を、ファイバ個々の後方散乱光反射率

て指摘を行い、次回会合までに対応を決める事となっ

の差異に伴う偏りが影響しない形に改めた。

た。

9.

また、これらの改正に伴って用語の解説、箇条のタイト
ル等に変更を加えるとともに、附属書の追加を行ってい

光測定器標準化部会

る。

本部会は、国際規格に整合するJISを制定すべく、 昨年に引

行った。

9.3 「
 光スペクトラムアナライザ校正方法」の改正の
検討

9.1

optical spectrum analyzers”の改訂作業がIECにおいて進め

き続き、国際規格の内容の検討と共に JIS原案の改正等を

2006年に制定された国際規格IEC 62129 “Calibration of

国際標準化（IEC/TC 86/WG 4）動向

2014年11月に開催された東京会合においては、日本がプロ

られており、2013年７月にその改訂版となるIEC 62129-1 Ed.

ジェクトリーダ（PL）を担当している１件の文書（IEC 62129 -1

1. 0 : “Ca l ibrat ion of waveleng t h /opt ica l f requency

Ed.1.0）について審議を行った。この文書については、光測定

measurement instruments - Part 1: Optical spectrum

器標準化部会にて対処方針の審議を行い、IEC TC 86国内委

analyzers”のCD２文書が発行された。光測定器標準部会で

員会にて了承された後、会合に提出された。東京会合では2014

は、この改訂作業に合わせて、2011年度より本規格の翻訳JIS

年６月に発行されたCD文書第３版へのコメントについて審議

であるJIS C 6192 ｢光スペクトラムアナライザ校正方法｣の改正

を行い、 ほとんどがエディトリアルコメントであったため、コメ

作業を進めていた。ところが、上記CD２文書の発行の後、この

ントに対応した修正を行い、CDV文書を発行することで合意し

文書に大幅な修正が加えられ、その改訂版がCD３文書として

た。

再度発行される見通しとなったため、素案の作成作業を一時

WG 4全体会合では、２件の既存標準文書（光ファイバ構造

休止し、CD３文書の発行を待って作業を再開することとした。

パラメータ測定器校正方法（61745 Ed.1）、光ファイバ用光パ

今年度に入り、2014年６月に上記の修正を反映したCD３文書

ワーメータ校正方法（61315 Ed.2））の改訂開始と、 SC 86C/

が発行されたため、JIS C 6192の改正作業を再開し、上記CD

WG 1で審議中の文書（ファイバ設備の損失測定の不確かさの

３文書と現行のIEC 62129-１文書との差異を抽出し、この差異

確定（IEC/TR 61282-14））の状況報告、各SWGの活動報告

の部分を現行のJIS C 6192に反映させる形で、改正素案の作

が行われた。

成を進めた。その後、2015年２月に上記CD３文書をさらに改

9.2

訂したCDV文書が発行された。このCDV文書での改訂は軽

「OTDR試験方法」のJIS改正の検討

微であり、最終的にCDV文書の改訂を反映した改正素案を作

今年度は、昨年度の素案の完成度を高めるべく検討を加え

成した。

るとともに、
「光波長計試験方法」の不確かさ表記の検討結果
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9.4

「光スペクトラムアナライザ試験方法」の改正の
検討

性に関するJIS化審議に絞って述べる。

10.2

JIS C 6183 ｢光スペクトラムアナライザ試験方法｣の見直し作

JIS化審議

業に着手した。今年度は、現状のJISの内容を精査し、改正を

IEC 60825−1のEd.3に準拠したJIS C 6802「レーザ製品の

検討すべき箇所を抽出する作業を行った。主な改正点は以下

安全基準」の改正作業は、IEC 60825-1のEd.3のFDISを基

の通りである。

に、前年度中に原案を作成し、JSA規格調整分科会を終えて修
正原案をJSAに提出していた。

①「試験の概要」の項目に、一般的な不確かさの算出方法
を記載し、不確かさの値を用いて確度を算出することとし

今年度のJIS C 6802の改正作業は、まず2014年５月に発行

た。また、
「波長」、
「パワーレベル」の試験において、それ

されたIEC 60825-1のEd.3のFDISとの差分をJIS原案へ反映

ぞれの不確かさを評価する試験を追加するとともに、不確

することから始めた。申出後、６月のJISC電子技術専門委員会

かさの規定を解説した付属書（付属書A）を追加した。

で審議されたJIS原案は、同時に６月～８月の間JISCウェブサイ

②「波長試験」中の表１に示された光源波長の精度を高め、

ト上でWTO/TBT協定に基づく60日公開がなされ、解説を最

0.001nmの精度で表記した。その際、空気中波長と真空中

終修正して９月に公示に至った。JIS応募から10か月、IEC規格

波長との差異が顕在化するため、真空中波長によって表記

発行から４か月でJIS発行という、JIS C 6802「レーザ製品の

した。

安全基準」の歴史では記録的な改正作業をこのように完遂し
た。

③波長連続光に対する単位波長当たりの光パワーを正確に
評価するため、評価に用いるべき分解能の規定及びその

10.3

測定方法を記載した付属書（付属書B）を追加した。

今後の課題

IEC 60825−1のEd.3には説明不十分な箇所が複数存在す

また、上記項目の他、以下についても改正を行っている。
④「強度試験」の項目は、参照元となるJIS C 1003が既に廃

るが、発行を急ぐため、後にI-SH（Interpretation SHeet）を発

止となっているため、参照元をJIS C 60068-2「環境試験

行して補うという合意がTC 76ではなされていた。2014年度末

方法－電気・電子」のシリーズに変更し、試験内容もこれに

の時点でこのI-SHは議論の途上であるが、IECでI-SHが発行

合わせて変更を加えた。

される折には、わが国でもこれをJIS C 6802：2014の附属書と

9.5

して追補改正する必要がある。同時に、正誤表発行の必要性も

「光波長計‐第１部：試験方法」のJIS改正の検討

議論していく。

JIS C 6187 ｢光波長計試験方法｣の改正に関し、昨年度まで

11.

進められてきた検討結果に基づいて、改正素案を修正し、JSA

ISO/TC 172/SC ９国内対策部会

当部会ではレーザの国際標準を作成しているISO/TC 172/

での中間チェックを経て原案を完成させた。本原案は2015年２

SC ９（WG １：レーザの試験方法、試験装置、用語、WG 2：

月にJSAへ提出した。改正内容は, 次の通りである。
現行JISにおける個別誤差試験にあたる、動作条件における

レーザのインタフェース、システム、WG 3：安全性、WG 4：医

不確かさ評価においては、各動作条件（波長依存性、温度依

用応用レーザシステム、WG 5：一般応用のレーザシステム、WG

存性、パワーレベル依存性等）における平均偏差も算出可能で

6：光学部品とその試験方法、WG 7：レーザ以外のレーザオプ

あるが、偏差を積上げて総合偏差とすることの妥当性を再検討

チカルシステム、JWG 1：レーザ特性に関するIEC標準化活動

し、平均偏差は算出せず、最大偏差の大きさの√3分の１を標準

の整合から構成される）における国際規格案に対し、国内意見

不確かさとして算出することとした。さらに、
「誤差の限界値」

を取り纏め審議等の諸活動を行っている。

としての「確度」はk・u（kは包含係数、uは標準不確かさ）と

SC 9国際会議は、概ね３年間に２回のペースで開催される。

し、kは信頼の水準に応じて２または３を選べるようにした。加

そのため、本年度の開催はなかった。また、国内では、e-mail

えて、製品仕様としての「確度」を評価する必要がある場合

ベースで回付文書の審議を行い、委員会としての開催はなかっ

に、その見積もり方法を参考として注記した。具体的には、複

た。

数台の光波長計について試験して得られた最大偏差の大きさ

我が国から提案、プロジェクトリーダとして規格原案作成に

の√3分の１を、偏差の取りうる範囲の標準不確かさとし、確度

あたっている案件は、いずれも順調に推移している。以下、本

に取り込んで評価してもよい、とした。その他、光波長計の確

年度の審議結果を表５に示す。

度は通常、ppmレベルのため、確度の百分率表記を削除した。

その他、WG １、４、６および７のコンビーナについての任期

また、標準試験条件の湿度は、試験現場の実情を踏まえ、50%

延長に関する投票があったが、いずれも異議なく承認された。

±20%に変更し、それで不確かさも大きく影響されないことを
確認した。

12.

10.

門とする標準化グループであり、国内規格の原案作成、関連技

10.1

光ディスク標準化部会

光ディスク標準化部会は、光ディスク関連技術の標準化を専

TC 76/レーザ安全性標準化部会
概要

術動向の調査研究等を主な活動目的としている。

本年度はIEC/TC 76対応の国際標準化は委託プロジェクト

部会は光ディスク標準化部会を親部会とし、その下に機能別

で行っており、その内容は16章に譲る。この章ではレーザ安全

の３専門部会、１ エキスパートグループを置いている。親部会
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標
表５

準

化

2014年度ISO/TC 172/SC 9審議文書と我が国の投票状況

（赤字はわが国がプロジェクトリーダとして文書作成、もしくは日本提案による改訂文書）

№

投票締切日［態度］

01

2014/04/30［賛成］

ISO/DIS 17901-1: Optics and photonics － Holography － Part 1: Methods of measuring diffraction efficiency
and associated optical characteristics of holograms

件

名

02

2014/04/30［賛成］

ISO/DIS 17901-2: Optics and photonics － Holography － Part 2: Methods for measurement of hologram
recording characteristic

03

2014/06/30［賛成］

ISO/DIS 13694: Optics and optical instruments － Laser and laser-related equipment － Test methods for
laser beam power（energy）density distribution

04

2014/07/06［賛成］

ISO/DIS 11145: Optics and photonics － Laser and laser-related equipment － Vocabulary and symbols

05

2014/08/03［棄権］

NP: Lasers and laser-related equipment － Test method for angle resolved scattering

06

2014/08/19［賛成］

ISO/DIS 13142: Electro-optical systems － Cavity ring-down technique for high reflectance measurement

07

2014/08/20［賛成］

ISO/CD 11553-1: Safety of machinery － Laser processing machines －
Part 1: General safety requirements

08

2014/08/20［賛成］

ISO/CD 11553-2: Safety of machinery － Laser processing machines －
Part 2: Safety requirements for hand-held laser processing devices

09

2014/09/17［賛成］

ISO/SR 11810: Laser and laser-related equipment － Test method and classification for the laser resistance of
surgical drapes and/or patient protective covers － Primary ignition, penetration, flame spread and secondary
ignition

10

2015/01/20［賛成］

ISO/FDIS 11151-2（SC 9 N 456）: Laser and laser related equipment － Standard optical components － Part
2: Components for the infrared spectral range

11

2015/01/27［賛成］

ISO/CD 11151-1（SC 9 N 455）: Laser and laser related equipment － Standard optical components － Part 1:
Components for the UV, visible and near-infrared spectral range

12

2015/02/28［賛成］

ISO/CD 10110-17: Optics and photonics － Preparation of drawings for optical elements and systems － Part
17: Laser irradiation damage threshold

13

2015/03/16［賛成］

ISO/SR 11551: Optics and optical instruments － Lasers and laser-related equipment － Test methods for
absorptance of optical laser components

14

2015/03/16［賛成］

ISO/SR 11554: Optics and optical instruments － Laser and laser-related equipment － Test methods for laser
beam power, energy and temporal characteristics

15

2015/03/16［賛成］

ISO/SR 11670: Lasers and laser-related equipment － Test methods for laser beam parameters － Beam
positional stability

16

2015/03/16［賛成］

ISO/SR 13696: Optics and optical instruments － Test method for radiation scattered by optical components

17

2015/03/16［賛成］

ISO/SR 13697: Optics and photonics － Lasers and laser-related equipment － Test method for specular
reflectance and transmittance of optical laser components

18

2015/03/16［賛成］

ISO/SR 14880-2: Optics and photonics － Microlens arrays － Part 2: Test method for wavefront aberrations

19

2015/03/16［賛成］

ISO/SR 14880-3: Optics and photonics － Microlens arrays － Part 3: Test methods for optical properties
other than wavefront aberrations

20

2015/03/16［賛成］

ISO/SR 14880-4: Optics and photonics － Microlens arrays － Part 4: Test methods for geometrical properties

21

2015/03/16［賛成］

ISO/SR 14880-5: Optics and photonics － Microlens arrays － Part 5: Guidance on testing

22

2015/03/16［賛成］

ISO/SR 15367-1: Laser and laser-related equipment － Test methods for determination of the shape of a laser
beam wavefront － Part 1: Terminology and fundamental aspects

23

2015/03/16［賛成］

ISO/SR 15367-2: Lasers and laser-related equipment － Test methods for determination of the shape of a laser
beam wavefront － Part 2: Shack-Hartmann sensors

24

2015/03/16［賛成］

ISO/SR 17526: Optics and optical instruments － Laser and laser-related equipment － Lifetime of lasers

25

2015/03/16［賛成］

ISO/SR 24013: Optics and photonics － Laser and laser-related equipment － Measurement of phase
retardation of optical components for polarized laser radiation

は、各専門部会の活動方針の決定、活動の統括、作成したJIS

対する最新情報の提供を行うことができた。

素案の審議・承認を行い、具体的な作業は専門部会が行うこ

12.1

とで推進している。

メディア専門部会

専門部会は、光磁気形/相変化形/追記形/再生専用形の各

メディア専門委員会では、光ディスク全般（光磁気形光ディ

媒体に関するメディア専門部会、光ディスク応用、信頼性評価

スク、相変化形光ディスク、追記（レコーダブル）形光ディスク、

等に関するアプリケーション専門部会、論理フォ－マットに関す

及び再生専用（ROM）形光ディスク）の物理規格標準化の標

るフォーマット専門部会からなり、これに加えて、規格のメンテ

準化活動を担当している。
JIS化作業では、2013年７月に発行された記録形BDディスク

ナンスを推進するメンテナンスエキスパートグループを設置して

の物理規格（計４種類）の全訳による下記のJIS 原案（番号お

いる。

よび名称は予定）を作成し、2015年２月末に日本規格協会へ提

JIS化案件では、メディア専門部会においてBDの物理規格

出した。

に対応する４件のJIS原案作成を完了した。またアプリケーショ
ン専門部会では２件のJIS制定までのフォローを実施、フォー

①J IS X 6230:2015、情報技術－情報の交換及び蓄積用の

マット専門部会では２件のJIS制定までのフォローを実施した

デジタル記録媒体－120 mm単層（25.0ギガバイト/ディス

他、４件のJIS原案作成を完了した。

ク）及び２層（50.0ギガバイト/ディスク）BDレコーダブル
ディスク

調査研究では、メディア専門部会とアプリケーション専門部
会で将来技術動向調査を実施したのに加え、専門部会活動と

②J IS X 6231:2015、情報技術－情報の交換及び蓄積用の

は独立で国際標準化動向調査を実施し、光ディスクユーザに

デジタル記録媒体－120 mm 3層（100.0ギガバイト片面
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⑵ JIS X 6235, 6236, 6237の改正原案作成およびフォロー

ディスク及び2 0 0.0ギガバイト両面ディスク）並びに４層
（128.0ギガバイト片面ディスク）BDレコーダブルディスク

平成25年度B区分での改正原案作成作業を完了し、2014

③J IS X 6232:2015、情報技術－情報の交換及び蓄積用の

年６月に日本規格協会へ提出した。その後、2014年12月の規

デジタル記録媒体－120 mm単層（25.0ギガバイト/ディス

格調整分科会への対応を経て、2015年３月27日に経済産業

ク）及び2層（50.0ギガバイト/ディスク）BD書換形ディスク

省への申出が行われた。
⑶

④J IS X 6233:2015、情報技術－情報の交換及び蓄積用の
デジタル記録媒体－120 mm 3層（100.0ギガバイト/ディス

UDF1.50のJIS（X 0612）原案作成およびフォロー
JIS X 6236の改正原案がUDF1.50を参照することから、

ク）BD書換形ディスク

JIS X 6236改正原案との同時制定を目指し、平成26年度A

調査研究では、ISOM’14等、光ディスク関連の学会情報を基

区分でのJIS原案作成作業を実施し、2014年10月に日本規格

に、光ディスクにおける高速記録、多層記録等の高機能化に関

協会へ提出した。その後、2014年12月の規格調整分科会へ

する技術動向調査、次世代光ディスクの研究開発動向調査を

の対応を経て、2015年２月23日に経済産業省への申出が行

実施した。

われた。

12.2

アプリケーション専門部会

12.4

メンテナンスエキスパートグループ

アプリケーション専門部会では、メディア専門部会および

規格メンテナンスについては、エキスパートの日常活動として

フォーマット専門部会では扱わない規格、例えば、光ディスクの

の運営が主体である。過去に光産業技術振興協会で作成した

寿命推定のための試験方法などの標準化を扱っている。本年

JISについて、原規格となる国際対応規格の更新状況等を半年

度は、上記活動を行うために、３回の部会を開催した。具体的

に一度確認し、メンテナンス表を更新している。今年度はメン

な活動として、JIS X 6255「DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM,

テナンス対象となっているJISに関するメンテナンス表の更新は

+R及び+RWディスクのためのデータ移行方法」改正のための

なかった。

作業を行った。７月４日に開催された規格調整分科会にて、委

なお、JIS原案を作成して以降、メンテナンスエキスパートグ

員よりいただいたコメントに対する説明を行った。また、日本工

ループがJISとして出版されるまでの状況をモニタし、光産業技

業標準調査会 標準第二部会 第２回情報技術専門委員会委員

術振興協会のホームページ（http://www.oitda.or.jp/）で掲

からのコメントへの回答を行い、１月21日に開催された上記専

載・公開している。進捗は図２に示す各段階でチェックし、各

門委員会で承認された。このJIS X 6255:2015は、2015年３月

段階の進展を事務局がチェックした後、メンテナンスエキス

20日付で発行された。

パートグループ統括確認の下に進捗状況表を更新している。

将来技術動向に関しては、ISOM’14等での発表内容を確認

13. 大
 口径マルチモード光ファイバ・コネクタ
及びその通信性能に関する国際標準化・
普及基盤構築（Vプロ２）

し、関連する発表について調査した。

12.3

フォーマット専門部会

13.1

フォーマット専門部会では、光ディスクのボリュームおよび

目的

本事業では、車載用光部品の汎用化、低コスト化を目指し、

ファイルフォーマットに関する調査研究として昨年度からの継
続課題をも含め、以下の項目について活動を行った。

主に短距離用の光ファイバを使った自動車内の情報伝達配線

⑴

（車載LAN）に関する国際標準化及び普及基盤構築を行う。

UDF2.50およびUDF2.60のJIS（X 0613, 0614）制定に
向けたフォロー

具体的には、今後主流となる大口径マルチモード光ファイバ

2014年９月22日開催のJISC情報技術専門委員会からの指

を用いた高速車載LANを対象として、IECでは光信号に関す

示に基づき、JIS本文に含まれる登録商標の記載方法の検

る試験・評価方法等の国際規格の開発、ISOでは車載LAN用

討を含む対応を行い、原案を修正した。JIS X 0613, 0614は

コネクタ、ケーブル等に関する国際規格の開発を行う。また、国

2015年２月20付で発行された。

際規格の開発と共に、その普及の一環として、IEEEで進められ
ている車載Ethernetに関する活動を通じて、光ファイバを使っ

光産業技術振興協会
日本規格協会
（文章精査）

分科会（原案作成）
①

②

（出版）

経済産業省
大臣
（情報電気
標準化推進室）

⑥

⑦

光ディスク標準化部会（承認）
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③

JIS原案策定から出版までの流れ
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付議
④

⑤
答申

JISC情報技術
専門委員会
（承認）

標
13.2.2

た車載LANのIEEE規格を整備する。更に、国際規格やIEEE

準

化

IEEE等における普及活動

規格の有効性を示し、デバイスを含む実証システムやその評価

国際標準化・普及基盤構築委員会は、他の委員会と連携し

ツールを開発し、次世代自動車への普及を促す。車載LANに

てIEC、ISO規格の開発や普及基盤構築に必要となる国際コ

おける光ファイバ使用は、軽量化、省電力化により二酸化炭素

ンセンサスの形成のため、IEEEにおける標準化活動、シンポ

の排出を抑え、燃費向上を促し、自動車の省エネルギー化に貢

ジウムの開催などを行う。

献する。

13.2

13.3

実施計画

国際標準化に関する成果

現在、IEC、ISO、IEEEにおいて、国際標準を関連付けなが

本事業では、国際標準化活動として、1. ISO、IEC規格の開

ら、かつ、体系的に構築することを狙って活動している。活動主

発、2. 車載光デバイスの試作及び検証、また、普及基盤構築と

体は当協会内に設置された国際標準化・普及基盤構築委員会

して、3. IEEE等における普及活動、4. 光システム設計ツールの

であり、各委員が分担して標準化にあたっている。当初の計画

開発、5. 車載光システム及び認証基盤の構築、を実施する。国

に対し、表６にその最終目標と今年度の目標と実績、今後の課

際標準化に関する具体的な計画を以下に示す。

題を簡単にまとめる。

13.2.1

14. 光
 ファイバ相互接続用コネクタの光学互
換に関する国際標準化（Tプロ2）

ISO、IEC規格の開発

国際標準化・普及基盤構築委員会を設置し、IEC、ISOの各

14.1

国内審議団体と連携しつつ、次の標準化対応を行う。
⑴

IEC規格
a.
b.
c.
d.

⑵

背景および目的

スマートフォン等を用いたモバイルサービスや、情報処理を

光信号測定・評価方法（EAF（Encircled Angular

データセンタに集約したクラウドコンピュータサービス等をベー

Flux）測定規格）の国際規格化フォローアップ

スとした、多様なICTサービスの普及に伴い、通信ネットワーク

光部品の損失測定方法（損失測定用EAF規格）の

のトラフィックは急激に増加している。これに対応するために、

国際規格化

光通信ネットワークでは、アクセス系やデータセンタ系をはじめ

１～10Gbps伝送を実現する送信機に関する規定（送

として、伝送ルートや通信システムの構築によるネットワーク規

信機出射EAF規格）の国際規格化

模の拡大が進められるとともに、基 幹系やメトロ系での10 0

a.～c.国際規格化に向けた実験等による関連データ

Gb/s級デジタルコヒーレント伝送の導入に代表されるように高

取得及び論理的裏付け作業

速大容量化が進展している。これに伴い、現在に至るまで、光

ISO規格

通信装置や光部品の開発は、主に高性能化や大規模化（量産

e.

車載用光コネクタに関する規定（帯域保証コネクタ規

化）を志向して進められ、これに対応した国際標準化が推進さ

格）の国際規格化

れてきた。しかしながら近年になり、通信設備・装置の大型化

車載用ケーブルに関する規定（複合ケーブル規格）の

（建物費用や空調費用の増加）、消費電力の著しい増加、鉛

国際規格化

等の有害物質を用いた部品の使用等による環境負荷の増大、

f.

表６

国際標準化の進捗概略

国際標準

IEC

ISO

IEEE

提案の場

TC 86/SC 86B/WG 4

TC 22/SC 31、TC 22/SC 32

P892.bv

国内委員会
最終目標
（～H30）
今年度
（H26）
目標

今年度
（H26）
実績

今後の課題

電子情報通信学会
86B光部品小委員会

自動車技術会
光通信小委員会

JasPar
／次世代高速LAN-WG
OPEN Alliance SIG /TC7

①EAF測定方法（H26）
②損 失 測 定 用EAFテン プ レ ート の 規 定
（H29）
③送信機出射EAF（H29）

④帯域保障コネクタ（H30）
⑤複合ケーブル（H30）

⑥車載Ethernet（1Gbps）
（H28）
⑦車載Ethernet（10Gbps）
（H30）

①文書発行（IS）完了
②新規プロジェクト提案
③提案前準備（実験装置導入）

④ ⑤ 国 内 審 議 団 体 である自動 車 技 術 会
（JSAE） 内に委員会を設置し、H27 年度
NP提案に向け、日本意見を集約する場を
作る

⑥規格化文書を作成するTF（Task Force）
への昇格
⑦提案前準備（実験装置導入）

①本 プロジェクトメンバが担当し、2月5日
に文書発行（IEC 61300-3-53）
②新規文書ではなく、既存の損失測定法に
関する総則文書（IEC 61300-1）の改定
に合わせて損失測定方法等を追補の形で
盛り込む提案を2015年４月のアネシー会
合で行う予定（CD段階）
③光 学系、ネットワークアナライザ等導入
完了

④⑤
2月17日にJSAE内に「光通信小委員会」発
足。 主査は豊田中央研究所の各務氏、 事
務局は光協会
提案内容と提案時期の議論を開始し、総則
案と文書体系案を作成。これを叩き台とし
て、当面毎月小委員会を開催し、具体化し
ていく予定

⑥2 015年１月にTFへの昇 格が決定。 プロ
ジェクト名称はP802.3bv。 規格制定時
期を本プロジェクトの目標に合わせ2016
年12月とした。 ポート名は1000BASERHと決定
⑦HPCFを用いた10Gbps実 証システムの
構築に着手し、1Gbpsでの一心双方向通
信の原理確認終了

・送 信 機 出 射EAFに 関 する 標 準 化 先 を
IEC、ISO、ISO/IEC/JTC 1の何れにす
るかを、早急に決める必要がある（それぞ
れにメリットとデメリットがある）

・仕 様には自動車メーカの要件が必要なた
め、議論の場が必要
・TC 22で標準化を行う場合には欧州、と
りわけドイツの協力が欠かせないため、
事前のロビー活動と連携強化の必要があ
る

・標 準化成果を住宅分野、産業機械分野
へ広く展開する必要がある。国内外へ情
報発信し、連携を促したい
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あるいは、通信光の高パワー化による保守作業者の危険性等

できることを示しており、光学互換に関する構造条件を明確化

が問題になっている。そこで、小型化、低消費電力化、有害物

した。

質の無使用化、または廃棄時の分別の容易さ、取扱時の作業

また、同コンサルタントの協力により、標準化文書案を作成

効率や安全性を志向した、すなわち人と環境に優しい通信装

し、2014年11月に開催されたIEC TC 86/SC 86B東京会合に

置・部品の開発が求められている。また、通信ネットワークは、

おいてプレゼンテーションを行った結果、N P提案が承認さ

生活や経済活動に不可欠な社会インフラであり、高信頼性で

れ、NP文書化を経て、今年度の目標であるNP登録を達成し

災害等の障害に強いことの重要性が高まっている。

た。現在NP回覧中であり、投票は2015年３月13日に締切られ

SFコネクタに代表されるファイバPC（Physical Contact）コ

る。提案が可決されれば、４月のAnnecy（フランス）でのIEC

ネクタは、非常に小型でありながら安定な多心PC接続を実現

会合で議論される予定である。また、前記ランダム接続損失の

できる特 性を有している。通信ネットワークやクラウドコン

測定およびシミュレーションの結果は、電子情報通信学会2015

ピューティングサービスの要となるハイエンドルータやサーバ等

年総合大会で報告し、本活動の認知度を高めた。

においては、信号処理の高速化、低消費電力化を図るために

今後は、ファイバPCコネクタの光学互換に関する調査研究を

装置内の光インタコネクションの導入が進んでおり、また通信

継続するとともに、標準化文書に対する各国からのコメントに

ルートの冗長性が高く耐障害性の優れたメッシュ型光通信ネッ

対応する等、各国との合意を形成しながら、国際標準化を進め

トワークの実現に向けて、多方路（リンクが３つ以上）の光ノー

る予定である。

ドの開発が進められている。ファイバPCコネクタは、これらの

15. 高
 耐性レーザガードの評価方法に関する
国際標準化（Cプロ）

情報処理装置や光通信装置において、ボード内／間の高密度
光インタコネクション用光ファイバ配線を接続する多心光コネク

経済産業省委託「平成26年度政府戦略分野に係る国際標

タとして好適であり、大規模かつ複雑な同光ファイバ配線の実
装工程の効率化および余長を不要する高密度化を図り、装置

準化活動」の一環として、三菱総合研究所からの委託により、

の低コスト化、小型化に寄与することが期待されている。ファイ

「高耐性レーザガードの評価方法に関する国際標準化」につ

バPCコネクタは、日本において先行して開発され、SFコネクタ

いて、調査研究を実施した。

としてのかん合構造はIECにおいて国際標準化されたが、光学

15.1

互換標準は確立の途中にある。

背景および目的

本調査研究では、｢光ファイバ相互接続用コネクタの光学互

レーザガードは、レーザ光を安全に遮蔽する防御手段で、現

換に関する国際標準化｣をテーマとし、ファイバPCコネクタの

在、金属や木材等によって実現されているが、高出力レーザ技

光学互換標準の確立に向けて、光学互換標準の策定に係る調

術の発展に伴い、より安全な防御手段が望まれている。レーザ

査研究、および標準化文書案の作成を行うこととする。そのた

ガードに関して国際規格IEC 60825-4があるが、高出力レーザ

め、今年度（2014年度）は、｢光ファイバ相互接続用コネクタの

光に十分な耐性があるガード材料、および、その評価方法が提

光学互換に関する国際標準化提案委員会｣を発足させ、調査研

案されていないと言う問題がある。本事業では、日本企業が高

究を開始した。本委員会は、ファイバPCコネクタの光学互換の

い競争力を有している炭素繊維強化プラスチック（CFR P：

標準化文書のIECでのNP登録（2014年度）、CFV回覧（2015

Carbon Fiber Reinforced Plastics）の優れた特性を生かした

年度）、 FDIS回覧（2016年度）を目標とした３年間のプロジェ

レーザガードの試作および評価試験を行うことで、レーザ光に

クトである。

対する高い防御性能を検証すると共に、これまで考慮されてい

14.2

ないレーザガードとしての性能特性（軽量性、高耐熱性など）

調査結果

の有用性を検討し、これらを正当に評価できる評価方法を確

光ファイバコネクタは、IEC/TC 86（ファイバオプティクス）/

立して国際標準の新規提案を行うことを目的としている。具体

SC 86B（光ファイバ接続デバイスおよび光受動部品）で標準

的には、高耐性レーザガードの評価方法に関するIEC規格制

化が審議されている。2014年５月のSC 86B中間会合（Ixtapa、

定、または、IEC 60825-４への附属書追加による追補改正に

Mexico）のWG 6（光ファイバ接続デバイス）にて、ファイバPC

向けた新業務項目の提案１件（平成28年度）を目標とする。

コネクタの光学互換標準の提案を行ったが、IEC 61300-3-4に

15.2

おける挿入法（C）によるランダム接続損失測定結果に対して問

本年度の主な成果と課題

題点が指摘された。測定値はマスタコードの接続損失に左右

３年計画の初年度に当たる本年度は、次年度以降の規格素

されるとともにデータ数を多く取れなかったが原因であること

案の作成に向けた基礎調査として、CFRPレーザガードの性能

がわかった。今回は、挿入法（B）に従って測定することにより、

評価、CFRPレーザガードの性能評価方法の検討および国際

実際の接続損失分布を想定できるデータを取得した。

標準化状況等の調査を実施し、以下の成果を得た。

一方、外国人コンサルタントに依頼し、ファイバPCコネクタの

◦高出力レーザを用いた性能評価試験を実施することによ

ランダム接続損失シミュレーションを実施した。ランダム接続損

り、高耐性レーザガード候補材料、および、その評価方法

失分布実験データとMonte Carloシミュレーション結果は良い

について基礎データを取得し、CFRP材料のレーザ光に対

一致を示した。この結果は、光学互換寸法として光ファイバ外

する高い防御性能を確認できた。評価パラメータの測定

径とマイクロホール内径を指定すればランダム接続損失を推定

精度の向上、合否判定のための統計処理方法、エミッショ
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ン（粉じん、ガス等）の評価方法、裏付けデータとして高

2014年５月に発行された。昨年度、CDV回覧において提出さ

防御性が得られるメカニズムの検討などが課題である。

れた技術的コメントはFDISには反映されず、Ed.3発行後に

◦外国人専門家を招へいしたシンポジウムの開催、IEC国際

I-SH（Interpretation SHeet）により対応する前提で審議が

会議（東京）への参加などを通して、現行IEC規格の課題

進められたため、今年度は、東京会合においてIEC 60825-1

を明確化すると共に、今後の提案活動に向けた協力関係

Ed.3のI-SHとして提案された８件のプレゼンの審議から始ま

構築の足掛かりを得た。レーザガードの標準化では、ドイ

ることとなった。８件のI-SH提案はWG ８会合での詳細な議

ツの取組みが進んでおり、IEC 60825-４附属書Dの改訂

論を経て、WG 1事務局により一つにまとめられた。

を提案してきている。引き続き、海外の動向に注視すると

このI-SHドラフトは、日本を含む各国から提出されたコメ

共に、今後は、本事業の成果を国際学会、IEC会合等でア

ントによりアルバカーキ会合で再度審議された。日本からの

ピールし、わが国主導の国際規格開発を進めて行く必要

修正提案は概ね了承され、審議が反映されたドラフトは、次

がある。

年度、回覧に付される予定である。

15.3

TC 108が作成しているIEC 62368-1「AV及びIT機器の

今後の取組み

安 全に関する要求事項 」について、そのR S（R ad iat ion

今後、本年度の結果を踏まえて、高耐性レーザガードの試

energy Source class）とセーフガードの考え方が、TC 76が

作・評価を実施すると共に、性能評価試験の結果を基に、高耐

作成するIEC 60825-1およびIEC 62471と合わないことを東

性レーザガードの評価方法について規格素案の作成に着手す

京会合で確認し、TC 76からTC 108にリエゾンletterを出し

る予定である。また、引き続き、IEC国際会議、国際学会の調

てIEC 62368-1 Ed.2に関する協議を始めた。IEC 62368-1

査、外国人専門家の活用などにより、レーザガードの国際標準

におけるレーザおよびランプ（LEDを含む）のクラス分けを、

化の状況、関連する市場状況、技術動向の調査を実施して行

RS 1～RS 3を用いずに、それぞれIEC 60825-1のクラス１～

く。レーザ加工機の高出力化が海外メーカを中心に活発に進

クラス４およびIEC 62471のRG-0～RG-3によって定義し、

められているが、現在までの調査では、CFRPを用いた高耐性

レーザおよびランプに対するセーフガードに関する記述を修

レーザガードに着目しているメーカは未だ無い。本年度の調査

正するなどの提案を行っている。
⑵

から明らかとなった課題をクリアし、本事業を加速することで、

TC 76/WG 3（レーザ放射の測定方法）

国内レーザ関連産業の国際競争力強化を図れると考える。

IEC/TR 60825-13 Ed.2「レーザ製品のクラス分け測定」
の2018年改正を目指して、東京会合においてアクションアイ

16.
16.1

テムを整理した。

新 光源プロジェクタ及びファイバレーザ
の安全に関する国際標準化（Jプロ）

不規則ビーム形状の視角についてはWG 1の結論に従い、
測定条件２についてはWG 5におけるIEC 60825-2の議論に

背景

沿って検討することとした。また、IEC 60825-1 Ed.3のI-SH

本プロジェクトは新光源プロジェクタの安全及びファイバ

ドラフトを前提にすると、測定および分析に関して、より広範

レーザなどを搭載するシステムにおけるファイバビームデリバリ

なガイダンスをIEC 60825-13に追加する必要があることを確

の安全に関する国際標準化を推進することを最終目的としてお

認した。

り、具体的には、次の二つの目標がある。

さらに、IEC 60825-1 Ed.3の発行に伴い、従来形のラン

◦IEC 62471（一般照明システム安全規格）の子規格として、

プとして機能するレーザ製品に対する除外規定における最

レーザ照射光を包含するプロジェクタシステムのための安

大放射輝度の決定、時間測定に関連する光源サイズ、異なる

全規格を新規提案する。

放射持続時間における異なる開口サイズ、レーザショー用走

◦I SO 11553-１（レーザ加工機の安全性に関する一般要求

査形レーザにおけるピークパワーとアベレージパワーとの誤

事項）を改正する。

認等が起こらないような正しい測定器の使用方法の提供、

この最終目標に向けて、今年度はIEC 62471子規格の新規

大開口を横切る走査ビームのパルス持続時間、簡略化された

制定のためのCDV文書およびISO/IEC 11553-1の改正のため

方法を用いた大光源の評価、ホットスポット分析を含む光源

のCD文書の回覧対応を行い、IEC/TC 76（光放射安全と

測定の代替測定方法、などの検討が必要であることを確認

レーザ機器の安全性）国際会議に出席してコメント審議を行っ

した。
⑶

た。両規格ともTC 76での議論全体に密接に関連しており、こ

TC 76/WG 4（医用レーザ装置の安全性）

の章では2014年11月開催のTC 76東京会合および2015年３月

東京会合では、IEC 60601-2-22「医用レーザ機器に対す

開催のTC 76/WG 1 & WG 8アルバカーキ会合を中心にTC

る安全要求事項」へのクラス１Cの要求事項の追記、および

76対応の国際標準化全体について述べる。

IEC/TR 60825-8「レーザビーム光の人体に対する安全使用

16.2
⑴

の 指 針」へ のレーザ保 護 メガネに関する附属書 の 追 加

TC 76各WGの活動状況

（JWG 12文書を参考にして）に関して審議した。これらは

TC 76/WG 1（光放射の安全性）

年度内CDドラフト完成を目指す。また、IEC 60601-2-57「医

昨年度末にFDISが回覧され、投票・承認がなされたIEC

用非レーザ光源機器に対する安全要求事項」について、目に

60825-1「レーザ製品のクラス分け及び要求事項」のEd.3は

光生物学的効果（眼科用診断装置、季節性情動障害の治療
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用光源などが与える効果）を与える光源は適用範囲に含めな

段として適用し、レーザ加工機には適用しないことが確認さ

いとの内容のI-SHを提案することとした。

れた。また、コンビーナから、高出力でかつ高ビーム品質（低

さらに、レーザ又は高輝度ランプ（IPL）を用いて瞼上部を

BPP）なファイバレーザを使用する場合、ファイバのコア径が

治療する場合の眼障害の危険性について、IEC/TR 62471-3

小さいと戻り光によりファイバ光学系が損傷する可能性が高

（非レーザ光の安全性に関係する製造上の要求事項の指

いという問題が提起された。附属書Dには、このリスクが記

針）及びIEC/TR 60825-８に深く関係するので、ISO/TC

載されていないので、
「ワークピース又はターゲットからの戻

94/SC 6/WG 4と連携して検討を進めていくこと、及び、TC

り光によりファイバ出力端面が損傷すると、ファイバヒューズ

61/WG 30からの、家庭用IPL器具はIEC 60601-２-57の適

現象が生じ、ファイバの入力端に向けてファイバが燃えるこ

用範囲に含まれるかどうかの質問に対して、含まれないこと

とがある」という注意を喚起し、
「適切な保護手段を講じる

を確認した。

ことを推奨する」よう、追記することになった。

W G 4で原 案を 作 成した、レーザ 機 器 に 対して I E C

本改正ドラフトは、修正してWG ７内で回覧された後、TC

60825-1のクラス1Cを参照し、IPL（高強度光）機器に対し

76に提出される。
⑹

てIEC 62471のExempt groupを参照するための要求条件が

TC 76/WG 8（基本規格の制定と改正）

規定されている垂直安全規格IEC 60335-2-113「家庭用電

東京会合では、IEC 60825-1 Ed3 I-SH提案の詳細が議

気機器の安全－レーザ及び高強度光を用いた美容機器に関

論されたほか、東京会合およびアルバカーキ会合を通して次

する要求事項」は、TC 61でNP及びCDVが同時回覧され

の審議がなされた。

た。
⑷

IEC/TR 60825-14「レーザ製品の安全性－使用者への指

TC 76/WG 5（光通信システムの安全性）

針」Ed.2改正について、IEC 60825-1のMPE表を転載する、

東京会合では、次の３案件の審議を行った。

クラス3B及びクラス４機器使用時の偶発的な危険に関する

IEC/TR 60825-17「高パワー通信システムにおける光ケー

箇条を追加する、眼球検査によるリスク管理に関して、眼底

ブル、受動部品使用に関するガイドライン文書」Ed.2につい

検査などの通常の眼科検診で検出できない視覚異常につい

てDTRコメントの審議を行いTR化が承認された。

ては新たな検査が必要、などの議論が行われた。2015年６

IEC 60825-12「情報伝送のための光無線通信システムの

月までにDTRを作成する。

安全」Ed.2の2CDに関する審議について、英国及び米国か

IEC/TR 60825-3「レーザディスプレイ及びレーザショー

らの測定条件２の削除の提案に対し、日本から拡散光源を

のための指針」を「故意的な照射」を考慮し、ANSI Z136.10

用いた応用及び測定条件２の必要性の説明を行った結果、

の最新ドラフトを盛り込んで改正する必要があるとの議論が

測定条件２を残すこととなり、既存の測定条件２に基づいた

あった。2015年５月までに米国が原案を作成する。

修正版をCDVに進めることになった。IEC 60825-1 Ed.3の

欧州委員会では、玩具、クラス１C及び従来形のランプとし

反映はIEC 60825-2の改正とともに次の段階とし、今回削除

て機能するレーザ製品は除外して、一般消費者向けのレー

した附属書Aの計算例はその際に復活させることとした。

ザ製品の規格策定と法規制を進めることが決定していると

IEC 60825-2「光ファイバ通信システムの安全」Ed.3に向

の紹介があった。これに対してTC 76はこのEN規格策定作

けての改正について、測定条件２はIEC 60825-1 Ed.3から

業に協力していくことになった。
⑺

本改正に任された形となっているので独自に規定すれば良

TC 76/WG 9（非コヒーレント光源）

く、C7問題については皮膚（角膜及び虹彩／水晶体を含む）

東京会合におけるWG 9およびWG 1＋WG 8＋WG 9 joint

のMPE制限を併用するとの日本の考えを提案した。英国及

会 合において次の案件に対 する審 議 が 行われた。I E C

び米国は日本の考え方を了解し、一方、WG 1コンビーナから

62471-1に関する議論は次項⑻に譲る。

目の表面に集光した場合の障害に関する問題提起があり、

IEC 62471-2（TRから一般照明用光源に関する垂直安全

WG 1とともに継続議論することとした。また、昨年に引き続

規格に移行予定）について、IEC 62471-1を基本水平規格と

き再度、英国からIEC 60825-2箇条構成の修正及びIEC/

するため、一般照明用光源（GLS）に関する具体的記述を

TR 60825-17からIEC 60825-2への要求事項の移行の提案

IEC 62471-2に移行させる際、
「500 lx」の記載を残すかどう

があったが、日本からはまずC７問題の議論に集中すべきと

かの議論があり、国際照明委員会（CIE）の意見を聴取する

コメントしてこの提案を退けた。

などして、本年末までWeb上で検討することとした。

３年ぶりに行われたIEC/TC 86とのジョイント会合では、

IEC/TR 62471-4について、CIEの意見を聞く必要がある

TC 86、TC 76、TC 86-TC 76 CGSそれぞれの活動状況の

との意見がなされ、CIEにも回付することになった。

紹介を行った。次年度のジョイント会合はWeb会合を目指す

IEC 62471-5「映像プロジェクタ光源の光生物学的安全

ことが確認された。
⑸

性」の制定に関し、CDV回覧に寄せられたコメントの内、主

TC 76/WG 7（高出力レーザ）

なものがプロジェクトリーダより紹介された。これを反映した

東京会合では、ドイツ提案のIEC 60825-4附属書D「レー

FDISは年度末に回覧開始された。

ザガードの試験方法」の改正ドラフトについて審議がなさ

IEC 62471-6「UVランプ製品の光生物学的安全性」のプレ

れ、レーザ出力4 kW以下でかつビームパラメータ積（BPP）

ゼンが米国からあった。このNP回覧が年度末に開始された。

が4 mm・mrad超である外販用レーザガードの仕様決定手
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標
⑻

16.3

JTC 5（IEC 62471-１特別ジョイントTC）

準

化

今後の課題

CIE S009/IEC 62471「ランプ及びランプシステムの光生

IEC 60825-1（Ed.3）のI-SH審議が優先課題である。IEC

物学的安全性」の改正作業は、2013年４月からCIEのDiv.2

62471-5（Ed.1）のFDIS回覧ではエラーが発見されたためフォ

及びDiv.6並びにIEC/TC 34及びTC 76のjoint（ JTC 5）で

ローを行う。ISO/IEC 11553-1（Ed.2）改正及びIEC 60825-12

取り組んでいる。今年度は、2014年４月にクアラルンプール

（Ed.2）では、CC及びCDVドラフトの確認を早急に行う。その

会合、11月に東京会合が行われた。クアラルンプール会合の

他のプロジェクトにおいても、進捗管理を行いつつ、2015年10

審議を反映して再編集したCIE S009/IEC 62471-１（ダブル

月の次回TC 76会合に臨む。

ロゴ）ドラフトについて東京会合で次の点が審議された。

17. 光
 ディスクにおけるデジタルデータの長期
保存を可能とする高品質アーカイブグレー
ド評価基準に関するJIS（Oプロ）

適用範囲については、レーザを除く光放射源全体を対象
とし、水平規格としてリスク区分及び放射限界に係る基本事
項及び基本的な測定条件について規定すべきとの意見が大

光ディスク分野においては、CD、DVD等の製品別の物理、

勢を占めた。製品に係る要求事項がCIE規格に許容される
かという点が議論され、附属書（参考）とする提案があっ

論理規格に加え、光ディスクの寿命推定規格やデータ移行（マ

た。環境照明（500 lx条件）の記述は原案から除かれる方向

イグレーション）規格等、デジタルデータの信頼性に関するJIS

である。

策定を行ない、幅広い市場の開拓を行ってきた。特に、近年の

技術詳細の議論としては、パルス幅の定義が提案された。

情報爆発の急速な進展により光ディスクはデジタルデータの戦

疑似CW光源についてPWM制御による光源の取り扱いのド

略的な保存媒体としてアーカイブ市場の創造を促すことが期

ラフトを作成することになった。JTC 5委員長から、測定距

待されている。

離を200 mmから1 mに変更する提案がなされ、個別の製品

本事業では、これまでに策定された製品別（DVD-R、BD-R

の事情に応じた設定の余地を残しつつデフォルト値として測

等）の物理規格や寿命推定規格にもとづき光ディスク自身の初

定距離を定義するのが望ましいとの結論になった。

期性能を指標とするメディアのグレード分けと、デジタルデータ
の記録品質を担保するためのドライブとの整合性を含めた光

今回の議論の内容をドラフトに反映し、測定不確かさに関

ディスクアーカイブシステムとしての評価基準を策定し、それに

する附属書を加え、Web会議でコメントを募る予定である。
⑼

TC 76/JWG 10（レーザ加工用のレーザ及びレーザ装置

基づくJISの開発を目標としている。

の安全性）

また、本事業で開発するJISを基礎として、ISO/IEC JTC 1/

東京会合ではISO/IEC 11553-1及びISO/IEC 11553-2の

SC 23への提案を通じた国際標準への展開を図るとともに、本

改正に関してのCD回覧のコメントが審議された。両案件とも

JISの活用方法のため、デジタル文書管理を行う業界団体と連

IECとISOとで異なった内容のCD回覧がなされたが、審議

携し、光ディスクアーカイブ製品認証システムの構築を模索す

ではIEC回覧のコメントは無視され、ISO回覧コメントについ

る。

ての確認がなされた。これらの規格に欧州独自のルールを盛

17.1

り込むドイツ提案はrejectされた。合意された修正内容に基

え、信頼性評価として寿命推定規格やデータ移行規格に関す

る予定である。
⑽

事業の内容

光ディスクは、CD、DVD等の製品別の物理、論理規格に加

づき、コンビーナが事務局見解欄及びCDV原稿を完成させ
TC 76/JWG 12（レーザからの目の保護）

るJIS策定を行ない、幅広い市場の開拓を行ってきた。

本WGは2014年６月のISO/TC 94/SC 6会合において承

本 事 業では、これまでに策 定された製 品別（DV D - R、

認されたことにより今年度からJWGとして新設された。東京

BD-R）の物理規格や寿命推定規格を踏まえて新たに光ディス

会合では、ISO/IEC 19818「レーザ放射からの眼及び顔面

ク自身の初期性能を指標とするメディアのグレード分けと評価

保護に関する要求事項」のWD第１版について次のような審

方法（図３-①）及びデジタルデータの記録品質を担保するため

議が行われた。

のドライブとの整合性を含めた光ディスクアーカイブシステムの
運用・評価指針の規定に関する新たな評価基準（図３-②）を

保護フィルタの光学濃度は紫外線領域を除き最大を８と

策定し、それに基づくJIS素案を開発する。

し、また、光学濃度を損傷閾値（レーザ耐性クラス）と切り離
して、レーザ耐性クラスの概念はISO/IEC 19818の中に維

17.2

持する「使用者のための指針」だけに記載する。製品表示に

平成26年度事業の成果と次年度の課題

ついて含める必要がある情報量を定めた。複数の表につい

平成26年度は、メディアのアーカイブグレード分けと評価方

て修正提案があった。これらを反映したWD第２版が会議後

法検討のための光ディスク寿命推定試験、アーカイブシステム

回覧された。

の運用・評価指針検討のためのドライブ／メディア互換性評価
試験を実施した。

今後、WD第３版が2015年６月にISO/TC 94/SC 6会議

光ディスク寿 命推定 試 験 では、試 験 対 象をBD - R S L 、

に併設した会合で審議され、ISO及びIECでCD回覧される

DVD-R SL、DVD-R DLとし、ECMA-396 3rd Editionで規定

予定である。

される試験を実施した。本試験は、最大で2,500時間の加速劣
化試験を要することから、平成26年度と平成27年度に分割して
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実施し、平成27年度に後半分の試験を完了した後に、結果評

安心な社会環境を保持するための技術であるが、一方で、その

価を行うこととしている。

不適切な取扱いによって、製造現場又は遊戯中の目への誤照

ドライブ／メディア互換性評価試験では、24種類の光ディス

射による失明事故、レーザ脱毛器による皮膚傷害、実験中の不

クメディアと４種類のドライブとの組み合わせによる、初期記録

適格な遮蔽物等への照射による火災事故などが起きており、

特性の評価を実施した。評価結果では、品質がJIS Z 6017の

レーザ安全性の問題に対する多面的な対応が喫緊の課題と

求める基準を満たさないディスクが存在すること、特にDVD-R

なっている。

においてドライブとメディアの組み合わせで記録品質の差が大

レーザの安全の国際標準化はIEC/TC 76で審議・作成され

きいケースが存在することが確認された。また、書込みの個別

ており、我が国の国内規格であるJISは、IEC規格を基に制定・

最適化を行った一部のディスクに対する試験では、初期記録品

改正されている。しかし、現状ではIECで発行された全ての

質に対する個別最適化の有効性が確認された。

レーザ安全規格がJIS化されているわけではない。したがっ

以上の通り、本年度は①光ディスク自身の初期性能を指標と

て、JIS整備をより進めることが求められている。

するメディアのグレード分けに関する評価実験を開始し、また、

当協会では、不適切なレーザ製品や不適切な取り扱いによる

②デジタルデータの記録品質を担保するためのドライブとの整

事故を未然に防ぐため、レーザ安全スクールを適宜開催し、

合性に関する評価実験の結果より評価指針に関する知見を得

レーザ取扱技術者試験を毎年実施して、
「安全・安心」な社会

ることができた。次年度の実証実験では、以上２種類の評価

の実現を目指している。しかし、スクールは試験に合格するため

実験の結果を踏まえ、最適記録を行ったディスクに対する加速

の手段となりがちなため、より適切なシンポジウムの開催が、

劣化試験を実施することにより、個別最適化が記録データの

家庭から職場環境に亘る広範な社会における安全性の啓発の

長期保存特性にもたらす効果を検証する。

ために望まれている。

18.

 ーザ機器の安全・安心に関する調査研
レ
究委員会

18.2

1960年に誕生したレーザは、50年余りの間で紫外域から可

た。

18.1

調査研究の概要

上記の目的のため、国内の専門家、使用者からなる調査研究

背景および目的

委員会を構築し、具体的に、次のような調査研究活動を行っ

視域・赤外域およびテラヘルツ波に至る波長をカバーしさまざ

◦I LSC2015（レーザ安全に関する国際会議）及びIEC/TC

まなパワーおよび発振形態をもつレーザ技術として発達し、そ

76/WG 1 & WG 8のアルバカーキ会合に専門家を派遣

の技術を活用して、例えば、光通信・光ディスク・レーザプリン

し、標準化のための意見交換・情報収集を行った。

タ・レーザ加工機・バーコード読み取り機・レーザポインタ・

◦I EC 60825-1のEd.3が発行され同時に解釈票の議論が始

レーザ医療／診断などに応用され、社会生活に欠くことのでき

まったため、JIS C 6801「レーザ製品の安全基準」の附属

ないものとなってきている。このように、レーザは本来、安全・

書として追補改正する前提で解釈票のドラフトの翻訳を

既存JIS

光ディスクの物理規格

光ディスクの信頼性評価規格

光ディスクにおけるデジタルデータの長期保存のためのアーカイブシステムの標準化

長期保存データ

①

アーカイブ
光ディスク

標準化の範囲

②

記録品質を担保するための
ドライブとの整合性を含めた
システムとしての運用指針

コンシューマ
（30年）案

ビジネス
（50年）案

パブリック
（100年）
案

一般データ

汎用
光ディスク

図３
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標

準

化

行った。また、最新のレーザ安全基本規格の概要を紹介

レーザ安全の権威を迎え、70名を超える参加者の下、開催し

するため、IEC 60825-1 Ed.3紹介論文の序論の翻訳を

た。講演者および講演題名は表７のとおりである。

行った。

「レーザ機器の安全・安心―医用レーザ機器の安全―」を

◦最 新のレーザ安全基本規格及び医用レーザ機器の安全

テーマにした第２回標準化国際シンポジウムは、欧州のレーザ

に関する標準化国際シンポジウムを開催し、JIS及びIEC

安全の権威を迎え、30名を超える参加者の下、開催した。講演

のレーザ安全基本規格の解説を行うとともに医用レーザ

者および講演題名は表８のとおりである。

機器の安全性に対する新しい考え方を紹介した。

聴講者からのコメントとして、第１回ではIEC規格およびJIS

この中で、標準化国際シンポジウムの詳細について次に紹介

の最新版を学ぶよい機会となり良かった、第２回では医用レー

する。

18.3

ザの最新動向の話が聞けて良かったとの声があった。今後も
同様のプログラムを行ってほしいという意見もあり、レーザ安全

標準化国際シンポジウム

に係わる最新動向が紹介できるような企画を検討していきた

「レーザ機器の安全・安心―最新のレーザ安全基本規格

い。

―」をテーマにした第１回標準化国際シンポジウムは、欧州の

表７

第１回標準化国際シンポジウムプログラム

講演者

題名

1

近畿大学

橋新裕一教授

レーザ安全の日本規格－JIS C 6802最新版

2

Seibersdorf研究所

Karl Schulmeister博士

レーザ安全の国際規格－IEC 60825-1最新版（その１）概要

3

Seibersdorf研究所

Karl Schulmeister博士

レーザ安全の国際規格－IEC 60825-1最新版（その２）主な変更点

4

Seibersdorf研究所

Karl Schulmeister博士

レーザ安全の国際規格－IEC 60825-1最新版（その３）網膜の熱的限界の変更

表８

第２回標準化国際シンポジウムプログラム

講演者
1
2

近畿大学

橋新裕一教授

IEC/TC 76/WG 4議長

題名
日本の医用レーザ安全基準等の現状

Wolfram Gorisch博士

医用レーザの安全規格－機器設計と人体への安全な使用に関する国際規格－技術と
応用の最新動向
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人材育成・普及啓発等
1.

はじめに

表１ 第29回レーザ安全スクールコース別受講者数（単位：名）

当協会は、光技術を支える人材の育成、光技術関連情報の

コ

広報・啓発・普及、さらには国際交流等多くの事業を実施し、

ー

ス

名

第１期

第２期

合計

Iコース：光・レーザ入門

49

－

49

S1コース：レーザ工学の基礎

34

67

101

必要なレーザ技術の研修事業及び試験事業として、レーザ安

S2コース：レーザ安全の基礎

79

120

199

全スクールおよびレーザ機器取扱技術者試験をそれぞれ実施

S3コース：レーザ応用機器の安全

29

52

81

した。

S4コース：大出力レーザ機器の安全

44

55

99

M1コース：レーザ安全管理者

65

－

65

M2コース：レーザ安全技術者

－

41

41

300

335

635

光産業技術の発展に寄与してきている。
本年度も、人材育成では、技術開発・製造・販売等の現場で

広報・啓発・普及では、光産業技術に関する各種シンポジウ
ム、定期的なセミナーやインターオプト2014の開催、櫻井健二
郎氏記念賞の授与等の多彩な活動を展開し、さらに、ホーム

合

ページやオプトニューズ、国際会議速報等を通じ、光産業技術
の普及啓発活動を継続的に実施した。

2.

計

※Iコースは二日間コース、その他は一日コース

レーザ安全スクール

3.

当協会は、レーザ機器の普及に伴う機器取扱者の障害事故

レーザ機器取扱技術者試験

この試験の趣旨は、レーザ機器の取扱いに起因する危険お

の発生を未然に防止するためレーザ機器の設計開発、製造、
加工、販売、運用、メンテナンス等に携わる方々を対象に「レー

よび障害を防止するため、レーザ機器の取扱者や安全管理者

ザ安全スクール」を実施している。光技術、レーザ光の人体へ

および安全技術者に必要とされる知識水準を審査し、試験合

の影響、レーザ安全等の各テーマについて現在ご活躍中の専

格者を当協会に登録することにより、レーザ機器の取扱いの安

門家を講師に招き、講義内容は実務に即役立つものとなって

全化を促進するとともに、レーザをはじめとする光産業の健全

いる。プログラムは、入門コースの光・レーザ入門（Iコース）か

な発展を支援する事にある。

ら始まり、基礎知識のSコース［レーザ工学の基礎（S1コー

第25回レーザ機器取扱技術者試験を2014年12月４日に、東

ス）、レーザ安全の基礎（S2コース）、レーザ応用機器の安全

京・芝公園の機械振興会館で実施した。同日は全国からの受

（S3コース）、大出力レーザ機器の安全（S4コース）］、専門知

験者134名を集めて３会場に分かれ、午前10時〜正午、また午

識のMコース［レーザ安全管理者向けコース（M1コース）、レー

後１時〜３時それぞれ２時間ずつの試験が行われた。受験者

ザ安全技術者向けコース（M2コース）］と進み、体系的なレー

の内訳は、レーザに関する総合的な知識、レーザ光の危険性と

ザ安全教育が可能である。また、各コースの講義終了後には理

安全法規の知識をもっているかどうかをテストするレーザ安全

解度を確認するための、演習問題を解く時間も設けられてい

管理専門の第１種選択１が７名、同じく第１種で安全技術専門

る。内容は日本工業規格であるJIS C 6802「レーザ製品の安

の選択２が16名、またレーザの基礎的な安全規格および知識

全基準」、関連規格および厚生労働省基発第0325002号「レー

をもっているかどうかをテストする第２種が111名であった。実

ザー光線による障害の防止対策について」等を網羅し、光加

施結果の概要を表２に示す。

工、光通信、レーザ医療等の各分野に従事するレーザ機器取
表２

扱者等、社会の要請に応えたものとしている。
第29回レーザ安全スクールは、2014年10月６～10日および11

種

月17～21日の２期に分けて東京・芝公園の機械振興会館で実
施した。実施概要を表１に示す。
受講者数は635名（前回586名）、参加企業・団体数は149社

第25回レーザ機器取扱技術者試験結果

別

受験者数

合格者数

合格率

第１種 選 択１

7名

3名

42.9％

第１種 選 択２

16名

8名

50.0％

種

111名

63名

56.8％

計

134名

74名

55.2％

（前回138社）であった。９月20日に「JIS C 6802 レーザ製品

第

の安全」の改正があり、受講者数、参加企業数とも増加となっ

合

２

た。今後レーザ製品がより広範囲な分野で導入されていくもの
レーザ機器取扱技術者試験委員会の厳正な採点の結果、合

と予測され、益々レーザ製品の取扱いに従事する方も増えてい

格と判定されたのは第１種選択１が３名、同選択２が８名、第

くものと考えられる。
なお、2015年度の第30回レーザ安全スクールは、第１期が10

２種が63名であった。今回の合格者を含めた既合格登録有効

月26日（月）〜30日（金）、第２期が11月16日（月）〜20日（金）

者数は、
「第１種選択１」が88名、
「第１種選択２」が237名、

といずれも東京・芝公園の機械振興会館での実施を予定して

「第２種」が1,810名、合計2,135名となる。
なお、第26回レーザ機器取扱技術者試験は2015年12月９日

いる。

（水）に東京・芝公園の機械振興会館での実施を予定してい
る。
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4.

4.1

シンポジウム

ンプ、波長多重、さらにはデジタルコヒーレントやエラスティック

平成26年度光産業技術シンポジウム

といった多くのブレークスルー技術に支えられて、急速に発展

平成26年度の光産業技術シンポジウムは、当協会および技

し、インターネットの爆発的伸びを支えていると言って過言では

術研究組合光電子融合基盤技術研究所（PETRA）が共催

ない。一方、その技術は伝送技術を中心としており、最新のア

し、
「新たなパラダイムシフト社会を築く光情報通信」をテーマ

プリケーションを意識しているとは言い難い。クラウドを中心と

に、経済産業省の後援を受けて平成27年２月４日（水）、リーガ

した現在のサービス、さらに、すべての物がインターネットにつ

ロイヤルホテル東京にて、230名を超える参加者の下、開催され

ながるIoTに対応するフォトニックネットワークアーキテクチャ

た。

と、その基盤となるダイナミックでフレキシブルな光レイヤ２ネッ
トワークへの発展について述べられた。将来の光ネットワーク
アーキテクチャとしていくつか紹介された。一つ目は光アグリ
ゲーションネットワーク。大容量のルータの方がエネルギー効率
が高く、かつ高速な光スイッチを使うことにより１/10～１/20の
ローパワーなネットワークが実現できる。二つ目はuGrid（ユビ
キタス・グリッド）で、カメラ、ディスプレイ、ソフトウェアなどす
べてのものがネットワークで繋がれる概念である。そしてそれら
を実現するフォトニックSDN（Software Defined Networking）
のため、光技術を最大限に活用する伝送網指向に特化した新
たな光レイヤ２技術を提案され、そのキー技術としてシリコン
フォトニクスによる光ネットワークプロセッサへの期待も述べら
れた。

当協会専務理事 小谷泰久の開会挨拶に始まり、経済産業省

続いて、日本電気株式会社 コンバージドネットワーク事業部

商務情報政策局 情報通信機器課 三浦章豪課長より来賓のご

主席技術主幹の中村真也氏が、
『より柔軟な光ネットワークの

挨拶を頂いた。最初に、当協会が昭和55年以来、成長戦略を

実現とSDN』と題して講演された。キャリア事業者のネットワー

実現するキーテクノロジーとなる光技術の研究開発戦略・事業

クに お いて、S D N および N F V（ N e t w o r k F u n c t i o n

化戦略を力強く推進し、PETRAが2009年の設立以来６年目

Virtualization）と呼ばれる新しいパラダイムの導入検討が始

を迎えて益々活躍の場を広げていることに敬意を表された。

まっていることが紹介された後、はじめに、グローバル市場に

三浦氏は、経済動向がデフレからの脱却で緩やかに回復し

おける大容量光技術導入、光パケット技術の統合、SDN導入

ているが、本格的なものにしていくためには、成長戦略、中で

時期などのトレンドを俯瞰され、これらの新しいパラダイムに対

も経済/マーケットのフロンティアを拓いていくことが重要であ

応する技術の概要を説明された。次に、キャリア事業者やシス

り、政府として法人税減税、研究開発減税の拡充など環境整

テムベンダーにとっての位置付けを議論され、SDNとNFVに関

備に努めていると説明された。また、産業活動・事業活動に

するいくつかの導入事例や検討状況が紹介された。さらに、よ

は、新しい技術が実装され、新しい商品サービス/マーケットが

り柔軟な大容量光ネットワークの実現に向けて、符号化変調方

生まれてこないと経済全体の活気が出ないので、光技術開発

式の適用によるフレキシビリティの向上、シリコンフォトニクス

に対する期待を示された。光産業技術は、情報通信、ディスプ

による超 小 型 光 スイッチ、フレキシ ブ ル・クライアント

レイ、センサー等様々な分野のキーテクノロジーであり、IoT

（Ethernet/OTN）実装、データセンターネットワークへの光ス

（Internet of Things）など今後の新しい動きを支える重要な

イッチの適用など光技術領域における興味深い研究開発事例

産業との認識を述べられるとともに、光産業をさらに発展させ

が紹介された。最後に、キャリアビジネス業界の課題も述べら

るため、経済産業省では「未来開拓研究プロジェクト」の中で

れ、先端技術領域へのチャレンジが重要であるとして講演を

「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」

締めくくられた。

を３年前から実施していることを紹介された。10年間のハイリ

午後の最初の講演は、さくらインターネット株式会社 代表取

スク・ハイリターンなプロジェクトであるが、目標達成に向けて

締役社長の田中邦裕氏が、
『石狩データセンターの事例に見る

着実な努力がなされており、プロジェクトの完遂のみならず、さ

高品質と省エネを両立するデータセンター』と題して講演され

らに新しい技術開発及び事業化に期待したいと述べられた。

た。2011年11月に北海道石狩市に建設された国内最大級の

最後に、光産業技術シンポジウムが、産業界、学術界の英知

データセンター「石狩データセンター」は、災害リスクの低い立

を結集して光産業技術のさらなる発展へ繋がる良い機会となる

地や設備の堅牢性と拡張性を生かし、企業が抱える様々な課

ことを期待し、光産業技術の今後の益々の発展を祈念する、と

題に対応している。太平洋と日本海、欧米とアジアを繋ぐ地の

挨拶を締めくくられた。

利があり、光ファイバーインフラの結節点であることが大きな

続いて、午前に２件、午後に４件、合計６件の講演がなされ

優位点である。これまでの事例および運用状況を最新の数値

た。最初に、基調講演として、慶應義塾大学 理工学部 情報工

とともに具体的に紹介された。また、北海道の冷涼な気候を活

学科 教授の山中直明氏が、
『変革する情報社会を支えるフォト

用した外気冷房や電力効率の高い直流給電といった新たな取

ニックネットワーク』と題して講演された。光通信技術は、光ア

り組みも実施されている。さらなる省電力化や上位ネットワーク
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機器への更新を目的に、データセンター内の光ファイバ接続箇

て、記録ストレージ、番組制作機器などの開発が必要であり、

所を拡張されている。そして今後は、送電時の電力ロスが殆ど

PETRAが開発を進めている光配線技術、システム化技術に期

ない高温超電導直流送電システムにもチャレンジすることで、

待を寄せていると締めくくられた。

更なるエネルギー効率の改善を実現し、次世代を担う省エネル

最後は、技術研究組合光電子融合基盤技術研究所の小倉

ギー型データセンターを目指していくとされた。

一郎氏と尾中 寛氏により、
『超低消費電力型光エレクトロニク

午後の２番目は、日本電信電話株式会社 NTT未来ねっと研

ス実装システム技術開発－光I/Oコアとデジタルコヒーレントト

究所 フォトニックトランスポートネットワーク研究部 主幹研究

ランシーバ－』の講演がなされた。
『超低消費電力型光エレク

員 グループリーダの平野 章氏が、
『平成26年度

光テクノロ

トロニクス実装システム技術開発（以下、光エレ実装）』PJは、

ジーロードマップ－光情報通信技術－』と題して講演された。

開始から３年目が経過しようとしており、その中で実用化が間

光産業技術振興協会が2011年度から５ヶ年計画で進めている

近な技術開発成果として、光I/Oコアとデジタルコヒーレントト

「光テクノロジーロードマップ策定事業」の第４弾として、
「生

ランシーバ－の２つについて紹介された。まず、小倉一郎氏か

活を豊かにする」ことを目的に、2030年代の社会ニーズの明確

ら、
『光エレ実装』PJの概略が示された後、光I/Oコアの狙い、

化と関係分野の技術動向調査から策定した光情報通信技術

開発状況が示され、光I/Oコアを実用化して行く上で重要とな

ロードマップの概要が紹介された。

る標準化活動について詳細な報告がなされた。従来、光イン

光情報通信技術はこれまで、増大するトラフィック需要に

ターコネクションは個々の部品を組み立てて製作されていたの

数々の革新技術により経済的に応える形で今日の情報化社会

に対し、簡単な光と電気のインターフェースを有する光I/Oコア

を実現してきた。グローバルな光通信ネットワークは世界を結

を部品として提供することで、誰もが小型・低消費電力の機器

びつけており、地球的規模での距離の克服も実現している。光

を低コストで製作することができるようになる。また、この光I/

通信は増え続けるトラフィックに対してさらなる革新技術で応

Oコアは、マルチモードファイバで500m伝送が可能であり、標

えるとともに、データセンター等への拡がり、ソフトウェアと連

準化の空白地帯を埋めることができ、今後の標準化活動が光

携した利便性の向上、さらには災害等に対する高い信頼性の

I/Oの実用化に向けて非常に重要となると締めくくった。

ベクトルで進化すると考えられる。一方で、光通信を提供する

尾中 寛氏からは、データセンターネットワーク向けデジタルコ

に当たっては、エネルギークライシスや地球温暖化回避に寄与

ヒーレント送受信技術の開発状況について報告がなされた。開

できるサステイナブルなアプローチが必須となっている。さらに

発した100Gデジタルコヒーレントの変復調技術、トランシーバ

は高齢化社会・労働人口減少に備え、維持の簡易なネットワー

の開発状況について説明された後、今回開発された低電力デ

クとする取組みや、災害に強いインフラを実現していくことも重

ジタルコヒーレントDSPの仕様・構成、トランシーバの構成部品

要と考えられる。本年度の光テクノロジーロードマップ策定で

である波長可変LD、偏波多重変調器、コヒーレント受信器の

は、
「光通信を使う側」およびそれを「提供する側」の両面か

内容が実験結果を示しながら紹介された。これらの技術開発

ら、関係分野の技術動向を分析し、光情報通信技術ロード

により、従来比でトランシーバの消費電力が１/３、実装面積が

マップを策定した。具体的なロードマップ策定に当たっては、

１/２以下で実現され、840kmにおいてもエラーフリー伝送が

将来に光通信が果たす役割のゴールイメージを専門委員の間

実証できた。データセンターネットワーク向けということで、

で共有し、そのイメージを上記の２つの側面でブレークダウン

DSPの機能（mode）を選択することで、伝送距離に対応した

することでフォーカス分野を導き出し、その分野毎に2020年、

低消費電力な送受信が可能となる。最後に、シリコンフォトニ

2030年の２つのマイルストーンを設定した。今後、本ロードマッ

クス技術を適用するなど、トランシーバの小型化・低消費電力

プが生活を豊かにする光技術の研究開発の方向性の指針とな

化をさらに推し進めていきたいと今後の抱負を述べられた。

ることを望むと締めくくられた。

4.2

午後の３番目は、NHK放送技術研究所 テレビ方式研究部

第４回電子光技術シンポジウム

の添野拓司氏が、
『８K/４K映像機器用光伝送インターフェー

2015年２月18日、秋葉原UDXカンファレンスにおいて、産総

スの開発』と題して講演された。NHKでは次世代放送システム

研電子光技術研究部門主催、当協会共催の第４回電子光技術

である８Kスーパーハイビジョン（SHV）の実現に向け、機器の

シンポジウムが開催された。当日は産業界並びに関係研究機

開発を進めていることを導入部分で紹介された。SHV映像信

関等から131名の参加があり、この分野に対する関心の高さを

号のデータレートは最大で約144Gbit/sとなるため、SHVの試

感じさせた。今年度は「超短パルスレーザーの応用とポータブ

験 放 送開始に向けて、光ケーブルを用いた機 器間インター

ルセンサの未来」をテーマに、６件の招待講演を含む11件の口

フェースの開発を行ったことについて発表された。開発したイン

頭発表とセンサに関するパネルディスカッションが行われた。

ターフェースを電波産業会（ARIB）に提案し、2014年３月に

午前は「超短パルスレーザーの応用」に関する講演が行わ

ARIB標準規格STD-B58「超高精細度テレビジョン信号スタジ

れ、まず、パラダイムレーザーリサーチの鷲尾邦彦氏より「世界

オ機器間インタフェース規格」が策定された。このインター

のレーザー応用技術動向」と題して、世界の超短パルスレー

フェースはU-SDIと呼ばれ、U-SDIに対応した光ケーブルが現

ザーに関する取り組みが紹介された。理化学研究所の緑川克

行のハイビジョン用同軸ケーブルとほぼ外寸が変わらないこと

美氏からは「理研における光量子工学戦略」と題して、理研の

等、U-SDIを搭載した機器の開発状況について豊富な写真を用

最先端の研究開発の概要紹介があった。産総研環境化学技

いてわかりやすく説明された。最後に、試験放送開始に向け

術研究部門の新納弘之氏からは「CFRP材料のレーザー加工
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～技術研究組合ALPROTの成果～」と題して、約５年間の国

なとみらい地区のパシフィコ横浜展示ホールにおいて開催し

プロの成果が報告された。続いて、産総研電子光技術研究部

た。

門の欠端雅之氏から「フェムト秒レーザー照射による物質プロ

同時開催のBioOpto JAPAN 2014（主催：㈱ICSコンベン

セスと応用」、同部門の吉富 大氏から「多波長合成による超

ションデザイン）、LED JAPAN Strategies in Light 2014（主

短パルス光技術の展開」と題した講演が行われ、参加者の注目

催：㈱ICSコンベンションデザイン、Pennwell Corporation）、

を集めた。

LaserTech2014（主催：㈱ICSコンベンションデザイン）の３展

午後は「ポータブルセンサの未来」に関する講演が行われ、

示会と共に４展示会が同時開催をした。インターオプトは当協

産総研電子光技術研究部門から「高感度生体分光装置と非侵

会が主催、㈱ICSコンベンションデザインが企画・推進し、経

襲血液計測への応用」
（古川祐光氏）、「V溝バイオセンサ」

済産業省ほか多数の団体の後援・協賛を受けて開催した。

（芦葉裕樹氏）、
「導波モードセンサ：レビュー」
（藤巻 真氏）

出展分野はレーザ／光源、光素子／部品、材料、光機器／装

と題して、ポータブルセンサに関する最先端の研究開発成果が

置、光産業関連、サービス／ソフトウエアと広範囲にわたり、出

報告された。続いて、「センシング材料と化学センサ開発」

展品目も光関連材料から光応用システムまで幅広い技術が展

（慶應義塾大学 鈴木孝治 教授）、
「固液界面の機能化とバイ

示された。

オトランジスタ」
（東京医科歯科大学 宮原裕二 教授）、
「アジ
ア水プロジェクトにおける水質センサ開発」
（産総研環境管理
技術研究部門 鳥村政基氏）といった幅広い内容の３件の招待
講演が行われた。最後に、講演者をパネラーとして壇上に迎え、
「センサ開発の将来展望」と題したパネルディスカッションが
行われた。当該分野に関心を寄せる多くの参加者との有意義
な議論が展開され、大盛況のうちにシンポジウムは閉幕した。

5.

光産業技術マンスリーセミナー

当協会では光産業・技術の普及事業の一環としてマンスリー

セミナーを毎月１回開催している。このセミナーは光産業技術
に関連する幅広い専門家を講師に迎えて、内外のトピックスや
最新の情報をわかりやすく解説していただくもので、表３に
2014年度の開催概要を示す。

6.

開催規模は、国内外の光関連メーカー、商社など107社（前
回85社）、174小間（前回138小間）の出展があった。また、会期

インターオプト

３日間の来場登録者（同時開催展示会含む）は8,467名（前回

インターオプト2 014（I nter nat iona l O ptoelect ron ics

8,157名）であった。国内の企業・団体等はもとより、海外の商

Exhibition 2014）は「All about Photonics」をテーマとして

社を含め、北米、欧州、アジア等から国外企業の出展があり、

2014年10月15日（水）～17日（金）の３日間にわたり、横浜市み

光に関する幅広い範囲にわたる技術・情報の交流とともに、最

表３
回

開催日

2014年度 光産業技術マンスリーセミナー

開催概要一覧

講演テーマ

講師（敬称略）

371

4/15

超短パルスレーザプロセッシング
−基礎から最近の進展ならびに産業応用まで

372

5/20

GPUを活用したホログラフィックディスプレイとディジタルホログラ
フィ計測

千葉大学

373

6/17

人に優しい3Dディスプレイ技術と映像コミュニケーションへの応用

日本電信電話㈱

主任研究員

374

7/15

空間多重伝送を実現する光ファイバ技術

古河電気工業㈱

部長

理化学研究所

専任研究員

准教授

下馬場 朋禄

375

8/19

CIS系薄膜太陽電池技術の現状と将来展望

ソーラーフロンティア㈱

376

9/16

レーザー・マイクロテクスチュア技術の展開

芝浦工業大学

377

10/21

汎用光電子融合プラットフォームとしてのシリコンフォトニクス

日本電信電話㈱

教授

378

11/18

車載光ファイバネットワークの現状と動向

豊田中央研究所

379

12/16

フォトニックネットワーク用光スイッチ技術の最新動向

慶應義塾大学

380

1/20

太陽光－化学エネルギー変換を応用した自立型エネルギーマネージメ
ントシステムの可能性
～現状技術による再生可能水素製造を基にして～

東京大学

381

2/17

レーザによるガラス板材の曲線切断と面取り

ファインテック㈱

3/17

ホログラフィ技術による光情報処理
―大規模データ照合に向けたクラウド型光相関システム―

電気通信大学

382
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杉岡 幸次

髙田 英明

八木 健
部長

櫛屋 勝巳

相澤 龍彦

特別研究員

山田 浩治

主席研究員

各務 学

教授

津田 裕之

特任教授

藤井 克司

取締役

特任助教

中川 考一
渡邉 恵理子
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先端の製品・開発状況を総合的に眺めることができた。
また、同じ会場内に、恒例の「注目される光技術・特別展示
ゾーン」を設け、光技術動向調査委員会の各分科会が推薦す
る企業６社が推薦の技術を、また、当協会が光産業関連の新
規事業に対して実施している出展支援を受けた中小・中堅企
業３社が対象技術の展示紹介を行った。一方、当協会のブース
では光産業・技術の概要をパネルにて展示し、光産業技術の
調査研究に関しては、各種調査報告書を展示紹介した。また、
技術情報レポート（和文・英文）等を無料配布し、当協会の紹
介、光産業および光技術の最新情報の紹介を行うなど広報活
動を行った。
（左から）櫛屋 勝巳氏、河田 聡氏

開幕直前には、名城大学の赤﨑 勇教授、名古屋大学の天
野浩教授、米カリフォルニア大学サンタバーバラ校の中村修二

7.

教授の３名が「高輝度で省電力の白光光源を可能とした青色
発光ダイオードの発明」で2014年ノーベル物理学賞受賞の発

第30回櫻井健二郎氏記念賞（櫻井賞）

今年度の櫻井賞は、2004年以降の光産業および光技術の

表があり、光技術が注目される中で開催された展 示会では

分野において先駆的役割を果たした業績を対象に、応募14件

あったが、LED関係（低電力LED照明）の出展ブースはもとよ

の中から２件が選考された。受賞題目「プラズモン効果による

り、注目度が増えつつあるバイオオプト・メディカルフォトニク

超解像度顕微鏡に関する先導的な研究」に対し、大阪大学・

ス、LaserTechを含めたレーザ加工技術およびその他の光関

理化学研究所・ナノフォトン株式会社の河田 聡氏に、また、受

係の新しい技術の出展ブースも、多数の来場者の質問等を受

賞題目「CIS薄膜技術による第２世代薄膜太陽電池の実用化」

け盛況を呈していた。また、各ブースでは商談を行っている光景

に対し、昭和シェル株式会社・ソーラーフロンティア株式会社

も多数見うけられ、業績向上につながる技術を求めて参加して

の櫛屋勝巳氏に授与された。

いる来場者の真剣な姿が目立っていた。その他、展示会場内

櫻井賞は、当協会の理事であった故櫻井健二郎氏が光産業

では、10月15～17日の３日間「注目される光技術セミナー」、

の振興に果たした功績を讃えると共に、光産業および技術の

「出展社プレゼンテーション」がそれぞれ開催され、ともに活

振興と啓発を図ることを目的として創設したもので、過去29回

況を呈していた。

で21名の個人、34グループ、延べ132名が受賞している。

一方、展示会場内セミナー会場Aでは、10月15日に、株式会

受賞の栄に輝いた大阪大学の河田聡氏の受賞理由は、
「金

社JMC代表取締役CEO 渡邊大知氏による特別講演「３Dプリ

属ナノ構造とフォトンとの相互作用に関わる多くの新しい概念

ンタブームの嘘と現実」および当協会の光産業動向調査委員

を提唱・実証し、プラズモニクスの領域拡大と技術開発の展開

会による光産業動向セミナーが、10月16日には、東京大学 先

を先導した。特にナノサイズの先端径を有する金属探針を用い

端科学技術研究センター 教授 瀬川浩司氏による特別講演

ることにより、プラズモン効果に基づくラマン散乱光の超解像

「進化する有機系太陽電池－高効率化と高機能化－」および

度顕微システムを世界に先駆けて開発した。計測対象も、分子

当協会の光技術動向調査委員会による光技術７分野の光技術

からナノ半導体材料、ナノバイオ材料など広く展開させており、

動向セミナーを開催した。

異分野や産業へ貢献するところが大きい。これらの優れた研究

なお、2015年度のインターオプト2015は10月14日（水）～16日

業績に加え、自ら設立したベンチャー企業で最先端の研究者

（金）の３日間、会場は同じくパシフィコ横浜にて、引き続きAll

向けにラマン顕微鏡を10年以上にわたり製造販売しており、光

about Photonicsというタイトルで開催予定である。

産業技術分野においても革新をもたらしている。」ことによ
る。
また、同じく受賞の栄に輝いた昭和シェル石油株式会社・
ソーラーフロンティア株式会社の櫛屋勝巳氏の受賞理由は、
「薄膜太陽電池第１世代が実現できなかった変換効率を、CIS
（CuInSe２ カルコパイライト系）薄膜太陽電池において環境
負荷低減に有効なCdフリー・鉛フリーの形で実現するととも
に、事業化も達成した。単結晶Si太陽電池技術の性能にも匹敵
し得るCIS薄膜太陽電池は、世界最大規模の１ギガワットライ
ンにてフル操業で生産されており、ソーラー住宅から太陽光発
電所まで、
「メイド・イン・ジャパン」の薄膜太陽電池事業として
進展している。受賞者らが主導したCIS薄膜太陽電池技術の
開発は、エネルギー安全保障、地球環境問題解決のみならず、
光電変換技術を主体とする光産業の今後の発展に貢献すると
ころが大きいと認める。」ことによる。
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以上の２氏に対する表彰は、2015年２月４日に開催された平

等の展示会にて希望者に配布。

成26年度光産業技術シンポジウムの終了後に行われた。

8.4 ホ
 ームページ・メールによる情報配信
（http://www.oitda.or.jp）

櫻井健二郎氏記念賞委員会委員長 荒川泰彦氏（東京大学
教授）による選考経過報告の後、賞状、メダル、副賞が各受賞

事業報告を始め、マンスリーセミナー、光産業技術・標準化

者に手渡され、引き続き受賞者の河田氏、櫛屋氏より謝辞が述

国際シンポジウム、レーザ安全スクール、各種研究会やフォーラ

べられ、表彰式を終了した。
なお、今回は記念すべき第30回とのことで、故櫻井健二郎氏

ムの開催案内等の各種情報をホームページに掲載するととも

ご令室の静子様を表彰式にお招きし、式後の懇談会にてご挨

に、メール配信により、光技術関係者への情報提供を行ってい

拶を頂いた。

る。

8.

2014度の主要なホームページ掲載情報：

普及啓発活動

◦ 光産業国内生産額、全出荷額調査結果

光産業技術および当協会の活動成果の普及を目的に、オプ

◦ 技 術情報レポート2013年度、Annual Technical Report

トニューズ、技術情報レポート、Annual Technical Report（英

2013

文誌）を定期的に発行している。また、1996年から開設してい

◦ 標準化活動（OITDA規格制定、JISリスト、JIS化原案作

るホームページやメールによる情報提供を継続的に実施してい

成とTP（技術資料）リスト）

る。

8.1

◦ 賛助会員用のページ更新（オプトニューズ、報告書、国際
会議速報、プレスリリース）

オプトニューズ（賛助会員向け）

8.5

当協会の事業活動の他、光技術および光産業に関する動

国際会議速報（賛助会員向け）

国際会議速報は、光技術関連の主要国際会議における研究

向・トピックスをテクノロジートレンドおよびリサーチ＆アナリシ

開発の先端動向を、執筆者の意見を交えて報告してもらい、会

スとして隔月で紹介。2014年度の主要な内容は下記の通り。

議終了後にメール配信する情報提供サービスである。本年度

①Vol.9，No.1（2014）
（2014年５月16日Web掲載）

は50件の速報を発行した。速報対象会議（略称）、速報テー

：テクノロジートレンド、リサーチ＆アナリシス 他

マ、会議時期（開始日）、技術分野を表４に示す。

②Vol.9，No.2（2014）
（2014年７月18日Web掲載）
：インターオプト2014予告、テクノロジートレンド、
リサーチ＆アナリシス 他
③Vol.9，No.3（2014）
（2014年９月12日Web掲載）
：インターオプト2014特集、光産業技術標準化会総会
報告、テクノロジートレンド、リサーチ＆アナリシス 他
④Vol.9，No.4（2014）
（2014年11月25日Web掲載）
：インターオプト2014報告、ISOM’14報告、
テクノロジートレンド、リサーチ＆アナリシス 他
⑤Vol.9，No.5（2014）
（2015年１月28日Web掲載）
：年頭所感、光産業技術標準化国際シンポジウム、
光関連団体国際会議（IOA）参加報告、
レーザ安全スクール・試験実施報告 他
⑥Vol.9，No.6（2014）
（2015年３月26日Web掲載）
：光産業国内生産額・全出荷額調査結果、光産業技術
シンポジウム報告、櫻井健二郎氏記念賞表彰 他

8.2

技術情報レポート 2013年度（冊子／年１回刊）

当協会が2013年度に実施した光産業動向調査、光技術動
向調査、技術戦略策定、新規事業の創造支援、研究会・懇談
会、標準化、人材育成・普及啓発の各活動概要と成果を技術
情報レポート2013年度として発刊。

8.3

Annual Technical Report 2013
（海外向け英文誌／年１回刊）

活 動 の 国 際 化 に 対 応して、技 術 情 報レ ポ ート英 語 版
（Annual Technical Report 2013）を作成し、IOAメンバーを
含む海外の光関連92機関に送付するとともに、インターオプト
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表４
No.

2014（平成26）年度 国際会議速報発行リスト

速報対象会議（略称）

速報テーマ

会議開始日

技術分野

1

OFC2014

光ファイバ

2014.3.9

光情報通信

2

OFC2014

光デバイス・モジュール

2014.3.9

光無機材料・デバイス

3

IPRM2014

光デバイス－材料

2014.5.11

光無機材料・デバイス

4

META'14

ナノフォトニクス

2014.5.20

情報処理フォトニクス

5

LOPEC2014

印刷エレクトロニクス

2014.5.26

光有機材料・デバイス

6

WLED-5

白色LED照明

2014.6.1

光無機材料・デバイス

7

SID2014

OLED

2014.6.1

光ユーザインタフェース

8

SID2014

LCT

2014.6.1

光ユーザインタフェース

9

CLEO2014

光デバイス・基盤技術

2014.6.8

光無機材料・デバイス

10

LPM2014

レーザ微細加工

2014.6.17

光加工・計測

11

IEEE PVSC

化合物薄膜太陽電池

2014.6.8

光エネルギー

12

SolarFuel14

太陽光－化学エネルギー変換

2014.6.24

光エネルギー

13

HCII2014

コミュニケーション関連

2014.6.22

光ユーザインタフェース

14

SID2014

3D

2014.6.1

光ユーザインタフェース

15

LALS2014

ライフサイエンス分野

2014.6.29

光加工・計測

16

DH2014

ホログラフィの進展

2014.7.13

光加工・計測

17

GFP2014

IV族系フォトニクス

2014.8.27

光無機材料・デバイス

18

IWN2014

GaN系、可視／紫外域光源

2014.8.24

光無機材料・デバイス

19

EPCOS2014

相変化材料

2014.9.8

情報処理フォトニクス

20

ISLC2014

半導体レーザ

2014.9.7

光無機材料・デバイス

21

ECOC2014

基幹伝送

2014.9.21

光情報通信

22

ECOC2014

光アクセス

2014.9.21

光情報通信

23

ECOC2014

光ファイバ

2014.9.21

光情報通信

24

ECOC2014

シリコンフォトニクス

2014.9.21

情報処理フォトニクス

25

IRMMW-THz 2014

赤外・ミリ波・テラヘルツ

2014.9.14

光無機材料・デバイス

26

ECOC2014

通信用光デバイス

2014.9.21

光無機材料・デバイス

27

29thEUPVSC

評価技術

2014.9.22

光エネルギー

28

ICALEO2014

レーザ加工

2014.10.19

光加工・計測

29

29thEUPVSC

結晶Si太陽電池

2014.9.22

光エネルギー

30

ICFPE2014

フレキシブルデバイス、印刷デバイス

2014.10.21

光有機材料・デバイス

31

IEEE SENSORS 2014

センサ開発から応用まで

2014.11.2

光加工・計測

32

ISOM'14

光メモリ

2014.10.20

情報処理フォトニクス

33

PCOS2014

相変化材料・デバイス

2014.12.4

情報処理フォトニクス

34

fNIRS2014

ライフサイエンス分野

2014.10.10

光加工・計測

35

TSensors

センサ社会

2014.11.12

光有機材料・デバイス

36

IDW'14

OLED

2014.12.3

光ユーザインタフェース

37

IDW'14

量子ドット、プリンテッドエレクトロニクス

2014.12.3

光ユーザインタフェース

38

IDW'14

AR and VR

2014.12.3

光ユーザインタフェース

39

PW2015 LASE

レーザ加工

2015.2.7

光加工・計測

40

PW2015 BiOS

一分子観察

2015.2.7

光加工・計測

41

2015FLEX

フレキシブルエレクトロニクス

2015.2.23

光有機材料・デバイス

42

Label-Free

バイオセンサ

2015.3.12

光加工・計測

43

PW2015 OPTO

有機材料

2015.2.7

光有機材料・デバイス

44

OFC2015

光ネットワーク

2015.3.22

光情報通信

45

OFC2015

光アクセス

2015.3.22

光情報通信

46

OFC2015

基幹伝送

2015.3.22

光情報通信

47

OFC2015

光インターポーザ基板

2015.3.22

情報処理フォトニクス

48

OFC2015

光ファイバ

2015.3.22

光情報通信

49

OFC2015

光送信デバイス

2015.3.22

光無機材料・デバイス

50

LOPEC 2015

プリンテッドエレクトロニクス

2015.3.3

光有機材料・デバイス
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2014（平成26）年度の委員会・部会等
名

称

（データは年度末時点・敬称略）
開催回数

人数

2

14

荒川

6

9

平野

2

53

中野

義昭（東京大学）

○綿貫、吉川、大熊

光無機材料・デバイス分科会

3

8

土屋

朋信（日立製作所）

○山田（朋）

情報処理フォトニクス分科会

3

9

的場

修（神戸大学）

光加工・計測分科会

4

11

藤田

光エネルギー分科会

3

9

山田

光有機材料・デバイス分科会

3

8

山本

光ユーザインタフェース分科会

3

7

長谷川雅樹（メルク）

○高橋

特許動向調査委員会

5

9

児玉

泰治（産業技術総合研究所）

○高橋

光産業動向調査委員会

2

10

小林

直人（早稲田大学）

○石森、吉川、村田

情報通信調査専門委員会

3

6

片岡

智由（NTT）

○山田（隆）、吉川

情報記録調査専門委員会

3

6

中川

活二（日本大学）

○井口、吉川

入出力調査専門委員会

3

6

奥富

正敏（東京工業大学）

○綿貫、吉川

ディスプレイ・固体照明調査専門委員会

3

4

面谷

太陽光発電調査専門委員会

4

15

黒川

浩助（東京工業大学）

○潮田、吉川

レーザ加工調査専門委員会

3

8

杉岡

幸次（理化学研究所）

○須﨑、吉川

センシング・計測調査専門委員会

3

7

伊藤

雅英（筑波大学）

○山田（朋）、吉川

技術戦略策定委員会
光情報通信技術合同専門委員会
光技術動向調査委員会

委員長・議長等
泰彦（東京大学）
章（NTT）

雅之（レーザー技術総合研究所）
明（東京工業大学）
典孝（産業技術総合研究所）

信（東海大学）

事務局（○印は主担当）
○井口、吉川
○井口、中野、山下

○潮田
○山田（隆）
○山下
○石森

○高橋、吉川

櫻井健二郎氏記念賞委員会

1

9

荒川

泰彦（東京大学）

○須﨑、數本

光産業技術標準化会総会

1

38

近藤

賢二（三菱電機）

○村田、増田、小林

ファイバオプティクス標準化部会

3

18

川瀬

正明（千歳科学技術大学）

○村田、潮田

企画調整専門部会

3

6

川瀬

正明（千歳科学技術大学）

○村田

ダイナミックモジュール専門部会

6

18

井藤

幹隆（NTT）

○綿貫、中野

建物内光配線システム専門部会

5

12

家田

浩司（NTT）

○石森

光ファイバセンサ専門部会

6

22

村山

英晶（東京大学）

○山下、山田（隆）

光ファイバ標準化部会

5

17

泉田

光コネクタ標準化部会

9

20

浅川修一郎（NTT）

○山田（隆）、村田

光受動部品標準化部会

9

16

水本

哲弥（東京工業大学）

○井口、村田

光能動部品標準化部会

7

13

吉田

淳一（千歳科学技術大学）

○須﨑、山田（隆）

光増幅器標準化部会

5

18

山田

光サブシステム標準化部会

5

17

高良

秀彦（NTT）

○潮田、高橋

光測定器標準化部会

5

16

野口

一博（東北工業大学）

○山田（朋）、石森

TC76レーザ安全性標準化部会

0

30

橋新

裕一（近畿大学）

○村田、小林

ISO/TC172/SC9国内対策部会

0

18

波多腰玄一（東芝）

○増田、小林

光ディスク標準化部会

3

18

入江

○高橋、石森

メディア専門部会

8

10

谷口

昭史（パイオニア）

○高橋、石森

フォーマット専門部会

13

10

小町

祐史（国士舘大学）

○高橋

アプリケーション専門部会

3

11

大澤

英昭（東芝）

○石森、高橋

大口径マルチモード光ファイバ・コネクタ及びその通信
性能に関する国際標準化・普及基盤構築提案委員会

3

46

各務

光ファイバ相互接続用コネクタの光学互換に関する
国際標準化提案委員会

4

10

浅川修一郎（NTT）

○中野、増田、小林

レーザ安全性標準化委員会

史（NTT）

誠（大阪府立大学）

満（大阪産業大学）

学（豊田中央研究所）

○須﨑、山下

○中野、綿貫

○山田（隆）、増田、小林

4

30

橋新

裕一（近畿大学）

○村田、須﨑

新光源プロジェクタ専門委員会

6

4

三橋

正示（ソニー）

○村田

ビームデリバリ専門委員会

4

8

鷲尾 邦彦（パラダイムレーザーリサーチ） ○須﨑、村田

高耐性レーザガード国際標準化提案委員会

5

10

鷲尾 邦彦（パラダイムレーザーリサーチ） ○綿貫、村田、増田、小林

光ディスクアーカイブグレード標準化委員会

4

13

入江

レーザ機器の安全・安心に関する調査研究委員会

4

6

橋新

裕一（近畿大学）

○村田、増田、小林

レーザ安全スクール実行委員会

2

8

新井

武二（中央大学）

○大熊、平島

レーザ機器取扱技術者試験委員会

2

8

入江

宏定（日本溶接技術センター）

○大熊、平島

和彦（上智大学）

開催回数

会員数

フォトニックデバイス・応用技術研究会

研究会名称

6

51

下村

光材料・応用技術研究会

4

38

皆方

光ネットワーク産業･技術研究会

5

61

山林

多元技術融合光プロセス研究会

5

53

小原

72

満（大阪産業大学）

代表幹事（所属）
誠（静岡大学）
由明（千歳科学技術大学）
實（慶應義塾大学）

○高橋、増田、小林

事務局（○印は主担当）
○山田（隆）、綿貫
○山下、山田（朋）
○中野、井口
○潮田、石森
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賛助会員名簿
［建

設］

［2015年（平成27年）３月31日現在］

［電子・電気機器］

［精密機器］

株式会社アドバンテスト

オリンパス株式会社

アンリツ株式会社

キヤノン株式会社

［繊維・紙パルプ］

ウシオ電機株式会社

コニカミノルタ株式会社

東レ株式会社

NTTエレクトロニクス株式会社

シグマ光機株式会社

三菱レイヨン株式会社

沖電気工業株式会社

駿河精機株式会社

京セラ株式会社

セイコーインスツル株式会社

santec株式会社

株式会社 精工技研

安達新産業株式会社

三和電気工業株式会社

株式会社 トプコン

信越化学工業株式会社

シャープ株式会社

株式会社ニコン

住友ベークライト株式会社

ソニー株式会社

株式会社リコー

日産化学工業株式会社

タイコ エレクトロニクスジャパン
合同会社

富士フイルム株式会社

太陽誘電株式会社

［商業・広告］

山本光学株式会社

株式会社 東芝

株式会社ICSコンベンションデザイン

日本オクラロ株式会社

アドコム・メディア株式会社

［ガラス・窯業］

日本航空電子工業株式会社

株式会社オプトロニクス社

旭硝子株式会社

日本電気株式会社

伯東株式会社

コーニングインターナショナル株式会社

パイオニア株式会社

丸文株式会社

住友大阪セメント株式会社

パナソニック株式会社

株式会社テクニカル

浜松ホトニクス株式会社

［電

東洋製罐グループホールディングス
株式会社

株式会社日立製作所

一般財団法人電力中央研究所

日本板硝子株式会社

ヒロセ電機株式会社

株式会社 きんでん

［化

学］

力］

ファイベスト株式会社

［その他製造］

［鉄鋼・非鉄金属］

華為技術日本株式会社

アダマンド株式会社

日鐵住金溶接工業株式会社

富士通株式会社

岩崎電気株式会社

本多通信工業株式会社

株式会社オプトクエスト

［電線・ケーブル］

三菱電機株式会社

大日本印刷株式会社

岡野電線株式会社

株式会社 村田製作所

昭和電線ホールディングス株式会社

山一電機株式会社

［その他］

住友電気工業株式会社

山村フォトニクス株式会社

NTTアドバンステクノロジ株式会社

株式会社フジクラ

横河電機株式会社

株式会社 グラノプト

古河電気工業株式会社

ローム株式会社

株式会社KDDI研究所
一般社団法人
日本オプトメカトロニクス協会

三菱電線工業株式会社

日本電信電話株式会社
技術研究組合
光電子融合基盤技術研究所
公益財団法人レーザー技術総合研究所
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賛助会員ご入会のおすすめ
一般財団法人光産業技術振興協会は、1980年に設立されて以来、光産業技術の振興に寄与する各般の事業を遂行してお
ります。
当協会では、時代を先取りする光技術分野のテーマに挑戦して積極的な活動を繰り広げていることが大きな特徴であり、
当協会の賛助会員の方々はいろいろな機会や情報を活用していただくことができます。

～賛助会員の主な特典～
⑴

各種調査報告書、技術情報レポート等を入手することができます。

⑵ 「オプトニューズ」
（年６回発行）、各種「国際会議速報」のメール・Web配信により、最新の情報を得ることができます。
⑶

技術指導制度により、光技術関連（例：レーザ安全、新技術関連等）の相談・質問を受け付け、専門の研究者・技術者に
よる技術・情報指導を受けることができます。

⑷

当協会が主催するシンポジウム、セミナー、講演会・講習会などへ「ご招待又はご優待」にて参加することができます。

＊⑴、⑵は基本的に賛助会員限定です。

～賛助会費～
１口

１事業年度（４月～３月）につき、36万円（月平均３万円）です（税別）。

～お問合せ～

入会手続きなどについての詳細は当協会 総務部までお問い合わせください。
一般財団法人光産業技術振興協会

総務部

TEL：03-5225-6431，FAX：03-5225-6435
E-mail：web@oitda.or.jp
http://www.oitda.or.jp

光産業技術標準化会ご入会のおすすめ
当協会の光産業技術標準化会（略称、光標準化会）は、各界の多くのご賛同及びご支援を得て1988年に設立されて以
来、光技術の各般の標準化事業を推進しております。
この間、標準化の対象は、通信関連に加え情報関連、さらに国際標準関連にも拡大しています。これまでに作成した工業標
準素案のうち約260件がJISとして制定される一方、国際標準関連では、IEC、ISOに対応するそれぞれの国内対策委員会を設
け、国際規格への提案も積極的に行っています。光標準化会会員の方々はいろいろな機会や情報を活用していただけます。

～光標準化会会員の主な特典～
⑴

光標準化会「総会」へ出席し、光標準化会の事業報告及び事業計画をうけることができる。

⑵

「光標準化ニュース」等により、光産業技術標準化各分野別部会の活動及びその他光産業技術の標準化に関する情報
をいち早く入手することができ、また、光産業技術標準化各分野別部会の議事録、議事資料の閲覧が可能となる。

⑶

光標準化会が主催する光標準化シンポジウム等に優先的に無料で参加できる。

⑷

光産業技術標準化各分野別部会関係の報告書を入手できる。
（賛助会員のみの会員は入手できません。）

～標準化会会費～

１口１事業年度（４月～３月）につき、13万円（税別）。

～お問合せ～

入会手続きなどの詳細は、当協会 開発部標準化室までお問い合わせください。
一般財団法人光産業技術振興協会 標準化室
TEL：03-5225-6431，FAX：03-5225-6435
http://www.oitda.or.jp
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研究会 会員募集
当協会では、光技術各分野の最新情報を交換して各分野での研究開発を促進し、産学官連携強化を図る場として
４つの研究会を設けております。研究会は、個人会員で構成され、通常、講演と質疑応答を行っております。また、時に
応じて見学会、説明会、公開討論会も開催しております。それぞれの光技術テーマにご関心をお持ちの方のご参加をお
待ちしております。
お問い合せ、お申し込み等詳細は下記ホームページをご覧下さい。

1.

フォトニックデバイス・応用技術研究会

2.

光材料・応用技術研究会

3.

多元技術融合光プロセス研究会

4.

光ネットワーク産業・技術研究会

フォトニックデバイス・応用技術研究会は、
「フォトニックデバイス」並びに「その応用技術」の現状および動向・展望
を話し合い、産官学会員相互の情報交換を通じて光技術の振興を図ることを目的として、毎回各種光デバイスから光
通信システムに至る幅広い最新光技術情報に関する講演会を開催し、会員の皆様にご提供しています。
◦年間講演回数：６回（内１回はワークショップとして、一般公開講演会）
◦年
会
費：36,000円／人（年度途中入会割引あり）
◦参 加 資 格：各研究会は会員のみ参加できます。
（特別聴講制度あり）
詳細はこちら→ http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html

光学結晶・材料から光材料関連デバイス・システム応用に至る広範囲な分野に於きまして、専門講師をお招きして先
端研究／レビュー／国際会議報告・会員コーナーなどホットなテーマを提供しています。また年４回の内１回は宿泊開催
（本年度は湘南エリアを予定）とし、会員相互の活発な交流・情報交換の場を提供しています。
◦年間講演回数：４回（内１回宿泊開催）
◦年
会
費：一般（企業）50,000円／人（年度途中入会割引あり）、大学・旧国公立研究所 10,000円／人
◦特 別 聴 講：一般 15,000円／人／回、会員と同一企業／大学等 3,000円／人／回
詳細はこちら → http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html

レーザ光源から加工の基礎・周辺技術およびマイクロプロセスからマクロ加工まで、光プロセスに関する様々な話題
を提供しています。
◦年間講演回数：５回
◦年
会
費：正会員 一般 50,000円／人、大学・公的機関 30,000円／人、準会員 30,000円／人
◦特 別 聴 講：15,000円／人／回
※正会員には８枚、準会員には４枚の参加票をお送りします。１回ごとに１枚ずつの参加票を御持参下さい。また会員
以外の方に譲って紹介していただくことも可能です。
詳細はこちら→ http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html

光ネットワークにおける光ノード・光スイッチ、次世代光ファイバ、アクセス系、光インタコネクション等の産業動向、
技術動向に関する情報収集および意見交換を行うとともに、それらの将来展望について討論することにより、光ネット
ワーク分野の産業育成と振興を図ります。
◦年間講演回数：５回（内１回は公開ワークショップ）
◦年
会
費：50,000円／人（年度途中入会割引あり）
◦特 別 聴 講：（光協会賛助会員）15,000円／人／回、
（一般）20,000円／人／回
詳細はこちら→ http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html
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