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Optoelectronics Industry and Technology  

当協会 賛助会員への入会等のお問い合わせは、下記にお願いいたします。
一般財団法人光産業技術振興協会　総務部　TEL 03-5225-6431

光産業技術の発展
光産業技術は情報通信、ディスプレイ・照明、情報記録、情報入出力、レーザ・光加工、光エネルギー、

センシング・計測等様々な産業分野において新たな付加価値を創造し続けることが期待されています。

さらに、これらの光産業技術を有効活用することで、都市と地方のQoL格差解消、サイバー空間及びフィジ

カル空間のセキュリティ向上、環境 ･エネルギー制約の克服等安全安心で快適に暮らすことができる社会

の実現に大きく貢献できるものと考えられています。

日本の光産業は、出荷額15兆円規模の一大産業に成長しており、光技術の絶え間ない革新に支えられ、

今後も引き続き、大きく発展していくものと思われます。

団　体　名 一般財団法人光産業技術振興協会
 Optoelectronics Industry and
 Technology Development
 Association　（OITDA）

設　　　立 1980年7月25日

基 本 財 産 4億円

設　立　者 沖電気工業（株）

 住友電気工業（株）

 （株）東芝

 日本板硝子（株）

 日本電気（株）

 パナソニック（株）

 （株）日立製作所

 （株）フジクラ

 富士通（株）

 古河電気工業（株）

 三菱電機（株）

賛助会員数 75社（2018年3月末現在）

概要
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Development Association

協会運営の基本方針
光産業技術振興協会では、今後の社会を支える光産

業技術にかけられた強い期待に応えるべく、光技術・

光産業の調査研究、技術開発の推進、標準化の推進

等積極的な事業活動を行っています。

光技術・光産業の
調査研究

技術開発の
推進

標準化の
推進

組織図

理 事 会

監　　事

業務委員会

事 務 局 総 務 部 総 務 課 施設管理・
情報システム室

経 理 課

業 務 課

開 発 部 標準化室

プロジェクト管理部

技術戦略策定委員会

光技術動向調査委員会

特許動向調査委員会

光産業動向調査委員会

光産業技術標準化会

櫻井健二郎氏記念賞委員会

レーザ安全スクール実行委員会

評議員会

理 事 長

副理事長

専務理事

理　　事

ナノフォトニクス推進機構

レーザ機器取扱技術者試験委員会



4

今後の光産業の発展を見定め、光技術の研究開発の方向づけを行うことを目的

に、光テクノロジーロードマップなどの技術戦略の策定活動を産学官の議論を

通して行っています。

光技術・光産業の調査研究

技術戦略策定委員会 Beyond 5Gに向けた次世代ネットワークの
光テクノロジーロードマップ策定専門委員会

技術戦略の策定技術戦略の策定

光情報通信分科会

情報処理フォトニクス分科会

光加工・計測分科会

光エネルギー分科会

光UI・IoT分科会

光材料・デバイス分科会光技術動向調査委員会

特許動向調査委員会

第一線の光技術研究開発者により、光技術の最新動向について多角的かつ

詳細な調査・分析を継続的に行っています。調査結果は、光技術動向セミナー・

特許フォーラムにて発表し、広く公開しています。

光技術動向調査光技術動向調査
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情報記録調査専門委員会

入出力調査専門委員会

ディスプレイ・固体照明調査専門委員会

太陽光発電調査専門委員会

レーザ・光加工調査専門委員会

センシング・計測調査専門委員会

情報通信調査専門委員会光産業動向調査委員会

光材料・応用技術研究会

光学材料から関連デバイス、システム

まで、幅広い分野での活発な活動を

通し、産学官関係者の交流・情報交換

の場を提供しています。

我が国の光産業の現状を分析し、今後の進むべき方向を示唆することを狙いに、

毎年、光産業の出荷額及び生産額について、現状と動向を調査しています。

調査・分析結果は、光産業動向セミナーにて発表し、広く公開しています。

時代の先端を行く光技術分野の最新情報を交換し合い、研究開発を促進する

ために当協会では各種の研究会・懇談会を設けています。

現在、下記の研究会で会員を募集しています。

フォトニックデバイス・
応用技術研究会
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を講演会

及びポスターセッション形式で提供

しています。

光ネットワーク産業・
技術研究会
スマートフォンやクラウドコンピューティ

ングのトラフィック増に対応して進化す

る光ネットワーク産業と技術について、

デバイスからアプリケーションまで幅広く

討論の場を提供しています。

自動車・モビリティ
フォトニクス研究会
自動車・モビリティフォトニクスに関わる

光センシング及びその処理技術、HMI

（Human Machine Interface）技術、

通信技術、ヘッドライト等に関連する技

術・産業に関し、活発な議論の場を

提供しています。

多元技術融合光プロセス研究会

産学官が持つ光プロセス技術に関する

多元的な技術を効果的に融合し、新た

な光プロセス技術を創生するために

議論の場を提供しています。

研究会・懇談会研究会・懇談会

光産業動向調査光産業動向調査
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技術開発の推進

研究開発プロジェクト（光産業技術振興協会提案）研究開発プロジェクト（光産業技術振興協会提案）

光配線や光素子の開発を行い、光エレクトロニクス実装システム技術を実現することにより、
今後、電力消費の急増が予想されるサーバ等の電子機器の消費電力を大幅に削減します。（NEDO）

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（2012～2021年度）

サーバーラック

光電子サーバクラスタ

今後増え続ける膨大なデータ量の処理に対応する次世代データセンタのために、プロセッサとメモリを
機能分離するディスアグリゲーション アーキテクチャが検討されています。これら機能分離されたプロセッサ
とメモリを結ぶ超広帯域ネットワークを超低消費電力で実現するため光スイッチと電気スイッチのハイブリッド
構成による、超多ポート（1000ポート級）、伝送速度1Tbps以上、高速切替（100㎲程度）の低電力データ
伝送システムの研究開発を実施しています。（新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO））

ディスアグリゲーション型次世代データセンタに適用する光電ハイブリッドスイッチを
用いた高速低電力データ伝送システムの研究開発（2018～2022年度）

光スイッチと電気スイッチのハイブリッド構成
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データセンタの機能をチップ上に集積したシステムである「オンチップデータセンタ」の2025年頃の実現を目標として、フォト
ニクスとエレクトロニクスの融合に向けた革新的基盤技術の開発（内閣府　最先端研究開発支援プログラム）

フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発（2009～2013年度）

終了した研究開発プロジェクト終了した研究開発プロジェクト

研究開発プロジェクト提案に向けてのフィージビリティスタディ研究開発プロジェクト提案に向けてのフィージビリティスタディ

情報化社会のインフラを支え、省エネルギー化への要求に応える大規模エッジルータ及び光ネットワークインターフェイスの開発
（NEDO）

次世代高効率ネットワークデバイス共通基盤技術の研究開発（2007～2011年度）

低消費電力で効率よく発光するプラズマディスプレイパネル（PDP）を実現するための低消費電力化技術を開発（NEDO）

次世代プラズマディスプレイ製造技術の開発プロジェクト（2002年度）
省エネ型次世代PDPプロジェクト（2003～2005年度）
次世代大型低消費電力プラズマディスプレイ基盤技術開発（2007～2011年度）

動作原理に近接場光を利用した従来の光学素子では不可能であった機能・性能を持つ低損失偏光制御部材、光論理ゲート等
の新規光機能部材の開発（NEDO）

低損失オプティカル新機能部材技術開発（2006～2010年度）

近接場光を用いて1Tb/inch2 級の高密度・高性能を実現するテラバイト光ストレージ技術とそれに対応したディスク原盤、
スタンパを作製するナノマスタリング技術を開発（NEDO）

大容量光ストレージ技術の開発（2002～2006年度）
大容量ストレージのためのナノマスタリング技術の研究開発（2007～2010年度）

レーザ加工分野での省エネを目指し、半導体レーザ応用による高効率レーザ光源及び高出力ファイバレーザを開発（NEDO）
省エネルギーレーザ加工のための高効率ファイバ結合型レーザ光源の研究開発（2008～2010年度）

超高速／大容量光スイッチノード用のデバイスの開発と40Gbpsサブシステム実証実験、並びに量子ドットレーザデバイスの
実用化（NEDO）
2007年度「産学官連携功労者表彰：内閣総理大臣賞」の受賞

フォトニックネットワーク技術の開発（2002～2006年度）

軽量・薄型の「大画面有機ELディスプレイ」、紙のように薄く柔らかいモバイル入出力端末としての「シートディスプレイ」の2つの
応用分野を想定し、実用化に必要な要素技術を開発（NEDO）

高効率有機デバイスの開発（2002～2006年度）

高度情報化社会を支える基盤の創出を目指した光と電子の状態をフェムト秒時間（ 1千兆分の1秒）領域で制御する技術を
開発（NEDO）

フェムト秒テクノロジー（1995～2004年度）

記録密度100Gb/inch2以上、転送速度100Mbps以上、アクセス時間10ms以下の次世代のメモリの実用化に向けた要素技術を
開発（NEDO）

ナノメータ制御光ディスクシステムの研究開発（1998～2002年度）

インターネットの普及に伴い、Web上には違法にコピーされたTV番組等の動画や静止画が氾濫して
おり、著作権が侵害されているため、光相関技術を活用することで高速かつ広範囲に検索・照合できる
違法動画検索システムの早期実用化戦略の策定を進めています。（（一財）機械システム振興協会）

光相関技術を活用した高速違法動画検索システムに関する戦略策定
（2017～2018年度）
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標準化の推進

適切なタイミングが極めて重要である標準化に対応するため、光産業技術標準化会（略称：光標準化会）を

設立し、国内標準づくりとともに国際標準化についても積極的な活動をしています。また、下記の活動

並びにWEB及び光標準化ニュースなどでの情報提供を行っています。

光産業技術標準化会光産業技術標準化会

1981年以降継続して、オプトエレクトロニクスのJIS（日本工業規格）原案の

検討・作成を通じ、標準化の推進に寄与しています。当協会が原案を作成し、

一般財団法人日本規格協会の協力により制定されたJISは298件となり、日本

工業標準調査会を通じて公表した標準報告書（TR）を合わせると300件を越

えています。

国  内  標  準国  内  標  準

ISO（国際標準化機構）及びIEC（国際電気標準会議）等の国際会議に日本か

らのエキスパートを派遣し、積極的に日本の意見を国際規格へ反映するよ

う努めています。また、国内にISO/TC 172/SC 9（電気光学システム）及び

IEC/TC 76（レーザ安全）に対応する審議組織を設け、国際規格への提案を

行っています。

さらに、日本の意見を国際規格へより反映させるため、光産業技術振興協会

規格（OITDA規格）及びOITDA技術資料（TP）を審議し、制定・公表して

います。

国  際  標  準国  際  標  準

標準化調査・研究開発の推進標準化調査・研究開発の推進

● 高信頼な安全システムを搭載した自動運転車を普及させるため、国内

企業・大学との連携、国内外会議の開催・出席を通じて、高速車載光

イーサネット及びその電磁環境両立性（EMC）特性の評価方法に関する

規格原案を審議・作成し、ISO/TC 22（自動車）等に提案。

高速車載イーサネット物理層のEMC特性評価等に関する
国際標準化

● データセンタ等の次世代高密度光インターコネクトに向け、従来に

比べて細径化した光ファイバを用いた新規の光コネクタについて技術

調査・試作実験を行い、IEC/TC 86（ファイバオプティクス）に国際

規格を提案。

狭ピッチ多心光コネクタの信頼性等に関する国際標準化
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総　　　会

ファイバオプティクス標準化部会

光ディスク標準化部会

企画調整専門部会

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

高速車載イーサネット物理層のEMC特性評価等に関する
国際標準開発委員会

狭ピッチ多心光コネクタの信頼性等に関する国際標準化
提案委員会

メディア専門部会

アプリケーション専門部会

フォーマット専門部会

ISO/TC 172/SC 9/WG 7国内対策専門部会

光通信専門部会

光 標 準 化 会光 標 準 化 会

当協会 光標準化会への入会等のお問い合わせは、下記にお願いいたします。
一般財団法人光産業技術振興協会　 開発部標準化室　TEL 03-5225-6431
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広報・啓発・普及

毎年タイムリーなテーマを取上げ、各分野の第一人者や

エキスパートを講師としてお招きし、今後の光産業技術

の方向性を探る交流の場を提供しています。光産業技

術分野の発展に関心を有する多数の方々が参加されて

います。

光産業技術シンポジウム光産業技術シンポジウム

国内外の光製品・技術が集結する先端光技術

の国際展示会であり、最新技術・動向を紹介、

展示しています。併催の各セミナー（光産業

動向セミナー、光技術動向セミナー、出展者

プレゼンテーション）では光の幅広い分野を

網羅した講演を開催しています。また、光技術

関連の中小中堅・ベンチャー企業に対しては、

新規事業にチャレンジする際の販路開拓等を

図るため、インターオプトへの出展支援と注目

される光技術セミナーにおける講演の場を提供

しています。

インターオプト（展示会、セミナー、出展支援）インターオプト（展示会、セミナー、出展支援）

光に係る新規事業創造を支援するため、専門の研究者・

技術者による技術指導を行っています。

マンスリーセミナーでは光産業技術に関する各分野の

専門家を毎月講師としてお招きし、トピックや最新情報

をテーマにわかりやすいセミナーを開催しています。

また特許フォーラムでは、光産業及び注目される光技術

分野に関して実施した特許動向の調査・分析結果を

広く公開しています。

マンスリーセミナー・特許フォーラムマンスリーセミナー・特許フォーラム

レーザ安全スクールはレーザ機器の取扱いに携わる方を

対象に、光技術、レーザ医療、レーザ安全等の各テーマ

について第一線でご活躍中の専門家を講師としてお招

きし、実践的でわかりやすい講義を行っています。レー

ザ機器取扱技術者試験は取扱技術者、安全管理者等の

必要な知識水準を試験し、合格者は当協会に登録して

います。

レーザ安全スクール・レーザ機器取扱技術者試験レーザ安全スクール・レーザ機器取扱技術者試験

賛助会員向けの情報配信「オプトニューズ」や「国際会

議速報」、広く一般の方々に配信している「OITDA 

WEB」等により当

協会の活動紹介及

び情報を発信して

います。

当協会の理事であった故 櫻井健二郎氏が光産業の振興

に果たされた功績を称えるとともに、光産業及び光技術

の振興を目的として1985年に創設しました。本賞の表彰

は年1回行い、2017年度の第33回まで

の表彰で、24名の個人、39グループ

の合計63件、延べ154名が受賞して

います。

櫻井健二郎氏記念賞櫻井健二郎氏記念賞

オプトニューズ等の広報活動オプトニューズ等の広報活動

技  術  指  導技  術  指  導






