
1.　はじめに
当協会では、光技術動向調査事業として、毎年、光技術動向

調査委員会を設置し、国内外の光関連技術について最新動向
を調査・分析している。2013年度は、下記の７つの調査項目に
対応した分科会及び合同専門委員会を構成し、調査を行った。
調査結果は、2014年10月15日～17日に開催されるインターオプ
ト2014の光技術動向セミナーで紹介される予定である。また、
最新の技術動向として、Web機関紙オプトニューズのテクノロ
ジートレンドで、それぞれの分野のトピックスを21件の記事とし
て掲載した。

2.　光無機材料・デバイス
光無機材料・デバイスの分科会では波長域が100µm付近の

テラヘルツ域から200nm付近の紫外域における、デバイス、材
料、アプリケーションを調査した。

2.1　テラヘルツ域
テラヘルツ（THz）波の発生器としてはフェムト秒レーザと非

線形光学材料を用いた波長変換技術によるものが既に製品化
されているが、汎用性の拡大や小型化に向けて半導体の光デ
バイスや電子デバイスの開発が進んでいる。単体の量子カス
ケードレーザの場合、THz域では200K程度の低温動作にな
る。一方、電子デバイスの場合、ミリ波の高周波化に向け出力
は小さいが、室温でのTHz波発生が達成されている。THz域
の電子デバイスにはいくつかの種類があるが、現在、共鳴トン
ネルダイオードと微細スロットアンテナを集積化した素子の発
振周波数が最も高く、室温、出力１～10µW、基本波発振周波
数1.31、1.4THzなどが報告されている。また１THz以下ではア
ンテナ構造の最適化で400µWの高出力化も報告されている。
一方、トランジスタの高周波化も進んでおり、InP系のヘテロ接
合バイポーラトランジスタで最大発振周波数（fma x）
1.15THz、発振回路での基本波発振周波数0.57THzが報告さ
れている。THz波の受信器についてはショットキーバリヤダイ
オードによる直接検波やヘテロダイン検波、共鳴トンネルダイ
オードによる直接検波などがある。これらの高周波デバイスの
アプリケーションとしては無線通信応用がある。まもなく、ミリ
波の高周波化として120GHz帯（伝送速度10～20Gbps）が周
波数割当される予定であり、300GHz帯（伝送速度40Gbps）は
研究開発段階である。THz波の別の応用としては医薬品や食
品検査、工業材料の非破壊検査、薬物や爆発物などの非破壊
検査などがあり、THz波のイメージングに向けたTHz波カメラ
が室温、リアルタイムで動作可能となって来ている。

2.2　近赤外域（光通信用の波長域）
光通信用の波長域では既存の材料やデバイスが成熟しつつ

あることから、Si、GeなどのⅣ族半導体材料の光通信応用、光
デバイスと電子デバイスの集積化、新方式や新たなアプリケー
ションなどが進んでいる。面発光レーザではデバイス構造を最
適化することで40Gbps以上の高速動作及び108fJ/bの極低消
費電力化、さらに従来の２値ではなく４値動作による60Gbps
の直接変調動作などが報告された。化合物半導体の光変調器

では、従来の幹線系10～40Gbps用1550nm帯電界吸収型光変
調器から、最近のイーサネット系100～400Gbps用1300nm帯
電界吸収型光変調器へと市場、波長帯、技術が拡大してい
る。また、ドライバー内蔵のI n P系DP－QP SK（Dua l 
Polarization-Quadrature Phase Shift Keying）変調器モ
ジュールでは従来のニオブ酸リチウム（LN）に比べ、約1/3の
小型化が実現されている。
一方、Si系材料では主にSiとGeが用いられており、変調器、

導波路、受光器が作製可能である。近年、動作速度としては
25Gbps以上の報告が増えており、サイズや駆動電圧は化合物
半導体より大きいが、動作速度だけに着目すれば60Gbpsの高
速動作が実現されている。Si変調器の駆動電圧低減や小型化
に向けては、バンドギャップが小さなSi基板上のGeやSiGe混
晶を用いることが有効である。波長の範囲はSi添加による組成
変化と歪応力によってL帯（1,560～1,620nm）からO帯（1,260
～1,360nm）まで対応可能である。一方、光源の作製法として
はSi基板上にInP系半導体を貼り合わせてからレーザ加工す
る方法とSi基板上のプラットフォームにInP系半導体レーザを
フリップチップボンディングする方法とが検討されている。さら
に光電子集積化技術として、集積光回路と集積電子回路をプリ
ント電気配線基板上に搭載する検討も進んでおり、集積度、伝
送距離、デバイス性能などによって集積の形態は異なる。要素
技術として、Si導波路は小型化、集積化が容易であることから
８×８の集積型多ポート光スイッチが検討されており、石英平
面光回路に比べ1/100以下の小型化が報告されている。将来的
なデバイスとしてはSi基板上のグラフェンを用いた光変調器が
検討されており、グラフェンの特異な物性からゲート電圧制御
により広範囲な波長域を短い素子長で変調することなどが期
待されている。

2.3　可視・紫外域
紫外域では物理的気相輸送法とハイドライド気相成長法に

より透明で低欠陥密度のAlN基板が作製され、さらに有機金
属気相成長法で紫外域のAlGaN系LEDがAlN基板上に作製
された。LED特性としては波長265nm、光出力36mW、外部量
子効率は3.1％、素子寿命は6,000時間以上と良好であった。可
視域では白色LEDの低コスト化に向け、大面積のSi基板上
GaN系LEDが進展している。Si基板の口径は５～８インチであ
り、製品レベルで100lm/W、波長の均一性も１σ＜３nmとサ
ファイヤ基板上のGaN系LEDと同等レベルの値が得られてい
る。一方、白色LED照明では、リモートフォスファーやシリカ
コーテング技術の進歩により、演色性が良くても耐湿性や熱消
光に課題のあった蛍光体が再検討されている。また、自動車の
ヘッドライトなどの大光量高輝度照明用途では、ワットクラスの
青色レーザ光を光ファイバー経由で伝送し、離れた場所にある
蛍光体を励起する方式が検討され、レーザ光を使うことから懸
念されたスペックルコントラストは青色LEDと同程度であり、
5,000lm級の光束でHID（High Intensity Discharge Lamp）
ランプを超える140Mcd/m2［色度（x, y）＝（0.364, 0.367）］の
高輝度な性能が実現された。
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3.　光通信ネットワーク
我が国の高度に発達した情報化社会は、光通信ネットワーク

の技術革新によって支えられてきた。1980年代以降の日本は、
世界に先駆けて光ファイバ通信技術の研究開発実用化を進
め、1980年代の長距離基幹網の光化、1990年代のメトロ網へ
の10Gb/s光リングシステム導入、2000年代のアクセス網の光化
を経て、今日の光通信ネットワーク構成へと発展を遂げた。コ
ア網には光増幅中継を繰り返して超長距離２点間を結ぶ高密
度波長多重（DWDM: Dense Waveleng th D iv is ion 
Multiplexing）システム、メトロ網には光分岐挿入と増幅を行う
OADM（Optical Add/Drop Multiplexer）ノードで構成され
るDWDMリング網システム、アクセス網には光分岐（下り）と
光時分割多重（上り）を行うPON（Passive Optical Network）
システムがそれぞれ導入されている。
昨年度（2012年度）を振り返ってみると、基幹光伝送及び光

ファイバ技術では、100Gシステム商用化の着実な進展に加え
て、空間多重伝送技術の進展により伝送容量のトップデータが
更新され、遂に１Pb/sの時代が拓かれた。また、フォトニック
ノードでは波長選択スイッチ（WSS: Wavelength Selective 
Switch）に代表される光スイッチの大規模化・小型化、光ネット
ワーキングでは、フレキシブルグリッドを用いたエラスティック
ネットワーク技術の検討、SDN（S o f twa re  D e f i n e d 
Networking）技術の適用とその可能性の探究も進展した。ア
クセスネットワークでは、次世代大容量アクセスを志向した
NGPON2（Next Generation PON phase2）の標準化が開始
され、10G級光アクセスの多分岐化・長延化が進展した。モバ
イルトラヒックの急増を背景に、携帯電話基地局の収容回線と
して適用できる光ファイバ無線（RoF: Radio over Fiber）技術
の検討も進んでいる。データコムでは4 0GbE（4 0Gb/s 
Ethernet）の長距離版や100GbEの短距離I/F規格の議論が
展開されている。またIEEE802.3ではデータセンタ適用を視野
にFEC（Forward Error Correction）を活用した長距離化も
検討されている。
以上のような背景の下、第２分科会では、2013年度の技術動

向を以下ように６つの分野ごとにまとめた。

3.1　基幹光伝送システム
昨年達成された１Pb/sからのさらなる高速化を目指した

100Gbaudを超えるシンボルレートへの挑戦や、1024QAM（直
交振幅変調）や2048QAMといった究極的な多重化へのトライ
アルがあった。また、このような多値化の際に課題となる雑音
耐力、非線形耐力の向上に着目した検討もひとつのトレンドと
なっている。加えて、これら超大容量転送では複数キャリアを
用いるスーパーチャネル的なアプローチが台頭してきており、こ
れらサブキャリア間の高密度多重を可能とする信号光スペクト
ルの制御に関する検討も盛んである。一方で、伝送媒体そのも
のの見直しの軸では、伝送容量拡大という点で進展は見られな
かったが、帯域と距離の積である「帯域距離積」の指標が注目
され、１Eb/s・kmを超える報告もあった。

3.2　フォトニックノード
エラスティック光ネットワークに関する研究開発が更なる拡が

りを見せている。スペクトラム資源効率化等のエラスティック光
ネットワークの利点の定量的比較や、これを生かすためにSDN
でエラスティック光ネットワークを管理・制御する検討が数多く
なされており、データセンタの効率化を意図したものも報告され
ている。またノードを構成するキーコンポーネントであるWSSの
さらなる多ポート化の必要性も示されている。さらに基幹伝送
で検討されているマルチコアファイバに対応したノードの検討
も見られた。標準化では、ITU-TG.709をベースに、次世代の
光伝達網（OTN: Optical Transport Network）インタフェー
ス実現へ向けた議論が活発化している。

3.3　光ネットワーキング
光ネットワーキング分野では、周波数利用効率を高めトータ

ル容量を増大し、また必要に応じて変調方式を変更し伝送距
離延伸・再生中継器の削減を可能となるエラスティック光ネット
ワークに関する検討が引き続き活発に議論されている。また、
光ネットワークのSDN/OpenFlow制御に関する研究開発が注
目を集めており、特にONF（Open Networking Foundation）
においては、新たにOTWG（Optical Transport Working 
Group）が2 013年３月に発足し、ネットワークモデルや
OpenFlowプロトコルのOTNやWDM、TDMクライアントなど
のポート拡張に関する議論等が行われている。

3.4　アクセスネットワーク
40Gb/s～100Gb/sの大容量化を目指した光アクセスシステム

であるNGPON 2の標準化に加え、DWDM、OFDM
（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）、OCDM
（Optical Code Division Multiplexing）等を使った次々世代
PONも検討されている。モバイルトラヒックの急増を背景に、
携帯電話基地局の収容回線として適用できるDWDM技術や
RoF技術も議論されている。

3.5　光LAN／インターコネクト
データコム分野では、40GbE・100GbE規格が活発に議論さ

れており、2013年５月には400GbE規格の議論がスタートした。
IEEE802.3の中でも100名を超える参加者はこのプロジェクト
だけであり、様々な分野から今後の動向が注目されている。ス
トレージ向け規格では引き続き大容量化に向け進展している。
サーバ向けでは、データセンタ向けのアプリケーションが高速
化を牽引しており、ケーブル伝送、ボード伝送ともに電気伝送
の限界が近づいていることから、極近距離（数m以下）の接続
を除き、ファイバによる光伝送への移行が検討されている。

3.6　光ファイバ技術
伝送用では、コア数をさらに増やしたMCF（Multi-Core 

Fiber）や、各コアをFMF（Few-Mode Fiber）にしたFM-
MCF（Few-Mode Multi-Core Fiber）など、さらなる伝送容
量増大に向けた報告がなされた。また、MCF及びFMFとそれ
らの増幅器、入出力デバイスを用いた伝送実験が報告され、
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基幹伝送における容量距離積の向上に寄与している。非通信
用途では、微細構造光ファイバ（MOF: Microstructured 
Optical Fiber）や希土類添加光ファイバ、高非線形光ファイバ
等の特殊光ファイバを用いてファイバに種々の機能を持たせた
報告があった。

4.　情報処理フォトニクス
昨年度より情報処理フォトニクスとして、光メモリ、光インター

コネクト、光演算の３つの分野に分けて技術動向調査を行って
いる。デジタル情報の生成速度が急激に加速している中、これ
らを情報処理する能力やデータ保存する技術もより一層の加速
が求められている。このような超大容量かつ超高速な情報処理
技術の実現に向けて光技術に対する期待は大きく、これらに向
けた技術の芽を調査することを念頭に置きつつ、従来から調査
している技術動向についても合わせて調査を行った。

4.1　光メモリ
光メモリでは昨年度に引き続き、ビット型大容量記録技術と

して、多層、２光子吸収、超解像、近接場を取り上げた。この領
域における注目される技術としては、ガイド層を有する超多層
光ディスクがある。この超多層ディスクではトラッキングを行う
ためのガイド層を１層のグルーブを元に行うため、ディスク製造
コストの低減に繋がるものとして注目されている。2020年に東
京オリンピックが開催されることが決まり、スーパーハイビジョ
ン放送の実現も期待される。その録画・再生に向けた光ディス
クの開発動向などが今後注目される。また、次世代大容量記録
方式として研究発表の多くを占めるホログラフィック記録につ
いても調査した。ISOM ’13における日立LGの基調講演におい
てもホログラフィックメモリへの移行が競合技術との記録容量
の比較から必須であることが描かれている。ホログラフィックメ
モリにおける大容量記録化に向けては問題点が整理されつつ
あり、そのブレークスルーとなる技術が出始めている。
今年度の調査における特徴としては、光ディスクメモリの将

来的な利用として期待されているアーカイブ用途が挙げられ
る。これはデータの長期間保存におけるトータルコストという
観点から光ディスクメモリが見直されていることによる。更に、
光ディスク技術のバイオ分野への応用も盛んに展開されてい
る。光ディスクメモリに限らずに広い意味で光インタコネクショ
ンや光演算に応用可能な高速光メモリや新規材料（相変化材
料）も注目される。

4.2　光インターコネクト
近年のビッグデータによるデータマイニング等に対するニーズ

の高まり等に伴い、データセンタに求められる処理能力は、従
来のウエブページの検索からデータの統計処理等の演算性能
をより重視するものとなり、よりスーパーコンピュータに近くなっ
てきている。そこで処理される情報量のニーズは今後も飛躍的
に増加し、その増加ペースは単一のプロセッサやメモリの性能
の伸びを大きく上回ると予測されている。例えば、プロセッサや
メモリの集積度の伸びは約４年で４倍（ムーアの法則）である
のに対して、スーパーコンピュータの性能の伸びは約４年で10

倍に達する。このデ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システムのあらゆる階層でIT資源の並列化が進展して
いる。また、この並列化されたIT資源を機能毎にブロック化・
仮想化することでより効率的かつ柔軟に運用しようとする提案
もなされている。単純化のためにフルメッシュ接続を仮定する
と、その接続数はノード数（デバイス数）のほぼ２乗に比例して
増加するので、ITシステム全体の性能・コスト・消費電力等に
対するインターコネクトの影響は今後ますます増加する。
光インターコネクトは、電気信号に対する光信号の優位性

（広帯域、低遅延、低損失、低相互干渉等）により、まず接続
距離が比較的長いものから使われて来ており、現状、スーパー
コンピュータやデータセンタ内のラック間やボード間のインター
コネクトに対してVCSELの直接変調またはシリコンフォトニク
スによる外部変調を用いたアクティブ光ケーブル（AOC）等が
実用化されており、伝送密度としては数十Gbps/cm2、エネル
ギー効率としては十数mW/Gbps（=pJ/bit）程度が実現されて
いる。より短距離のボード内やチップ間に光インターコネクトを
適用するためには、更なる高伝送密度化や高エネルギー効率
化、低コスト化が求められている。高速電気信号の品質は伝送
距離が延びるに従って急速に劣化するため、高速のチップ間イ
ンターコネクトを実現するためには、出来るだけLSIチップの近
くで電気／光信号間の変換を行うことが重要である。これらの
観点から、LSIモジュール内で電気／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指すシリコンフォトニクスは、LSIチップ間
インターコネクトの必然的なアプローチであると言える。

4.3　光演算
光の持つ情報処理能力を利用しようとする試みは、レーザ

が発明されて以来、様 な々要素技術が融合されながら続けられ
てきた。近年の大容量かつ様々な情報がやり取り可能な基盤
が造られつつある中で、様々な分野への組み込みが可能な光
演算は新たな期待がもたれている。光演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号制御にあるが、そ
の実現のためには光源、レンズ、ミラーなどの受動光学素子、
空間光変調器、光制御素子などの能動的光学素子、さらにフォ
トディテクターやCCDなどのイメージセンサを巧みに組み合わ
せてシステムが創出される。これらは、必要に応じて基礎科学
から産業技術まで広がる横断的な分野からの要素が臨機応変
に融合され、これまでにない機能をもつシステムとして創出され
る。近年の光要素技術の結実や計算機性能の飛躍的な向上か
ら、光と電子技術の両者のメリットを存分に利用した次世代の
光情報・計測システムを構築する動きが加速され、注目されて
いる。新しい演算機能や定量位相、偏光など、光のもつ様々な
特性を利用した計測機能が付加され、多次元計測や情報処理
が可能となってきた。
光演算は、光メモリ、光計測、光インターコネクト、光通信分

野、情報通信科学の基礎課題に至るまでに組み込みが可能で
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ある技術であり、さらに多くの分野にも展開できる大きな可能
性を持っている。

5.　加工・計測
今年度の加工・計測分科の調査では、光源技術として「海外

のファイバレーザ動向」、「コヒーレントビーム結合」を、加工技
術として「Additive Manufacturingの現状と最新情報」、「ガ
ラスのレーザ加工」を、計測技術としては「応力発光センサ」、
「テラヘルツケミストリー」を、医療関連技術として「脳神経外
科における光線力学的診断・治療」と「内視鏡OCT」を取り上
げた。

5.1　光源技術
国内と海外のファイバレーザ開発動向を隔年で調査してい

る。今回は海外の動向をまとめてもらった。CWの高出力化に
おいてはとうとう100kW機が市販されるようになってきている。
しかも、その一台が日本に納入されたということである。また、
パルス幅のバリエーションと共に波長域でもファイバレーザの
バリエーションが広がってきている。中赤外2.9µmから紫外
355nmの波長範囲で数10Wレベルの製品が続 と々発表されて
いる。
高出力レーザの開発は熱との闘いである。１台のレーザ装置

から高出力を得ようとすると、光出力の数倍の励起エネルギー
を投入しなければならず様々な熱的課題（熱レンズ効果、熱複
屈折、熱破壊等）に直面する。このような課題を回避するために
コヒーレント結合技術の開発が進められている。熱制御が可能
なレベルの出力でビーム品質が高いレーザを複数本束ねて位
相や波面を揃えると、あたかも１本の高出力レーザとして取り扱
うことが可能となる。集光性能が高いkWクラスのレーザを実
現する手法として注目されている。

5.2　加工技術
これまでの「削って作る」に対して、「積んで作る」製造技術

が注目を集めている。今はやりの3Dプリンティングは、
Additive Manufacturing（付加製造）、略してAM、と呼ばれ
ている。樹脂のAMは安価な装置が家電量販店でも市販され
ているが、金属のAMはまだまだ発展の余地があるようであ
る。また、レーザ溶融と電子ビーム溶融、粉末床溶融と粉末噴
射溶融など様々なバリエーションがあり、それぞれの特徴を活
かした製造技術開発が進むものと期待される。
携帯電話等の内部にある回路基板の穴開けにレーザが使わ

れ、レーザ加工無くして携帯は作れない、と言われていた。半
導体素子の高密度化に伴い発熱密度が増加し基板の材料が
樹脂からガラスへと移行しているとのことである。ガラス基板
の導通用貫通穴（直径100µm以下）を開けるのにCO2レーザが
脚光を浴びている。

5.3　計測技術
計測技術では、応力発光センサとテラヘルツケミストリーの

調査を行った。応力発光センサは応力を加えると発光を示す
無機化合物を利用したセンサである。加えられた応力が光に

直接変換されるのではなく、光照射により蓄えられたエネル
ギーが応力印加により解放されて発光する材料が開発されて
いる。塗膜により面センサとして利用でき、応力の二次元分布
が可視化される画期的なセンサと言える。
テラヘルツ波の光源・計測デバイスの技術進展により、様々

な分野の研究者が容易にテラヘルツ波装置を扱える環境が整
いつつある。特に、化学物質や生体関連物質の検出・分析にお
けるテラヘルツ波の活用が期待されており、テラヘルツケミスト
リーという分野が確立しつつある。医薬品分野におけるテラヘ
ルツ応用に大きな期待が寄せられている。

5.4　医療関連技術
医療関連技術では、脳神経外科における光線力学的診断・

治療と内視鏡OCTの研究動向を調査した。光線力学的診断・
治療は、腫瘍等に集積しやすく光に反応する薬剤を生体内に
投与して行われる。蛍光を発する薬剤であれば診断に使える
し、ラジカルを発生する薬剤であればレーザ光を照射すること
で組織に傷害を与えて治療に利用できる。腫瘍への選択性が
高い薬剤や殺細胞力が高い薬剤が開発され臨床試験が進め
られている。
OCT（光コヒーレンス・トモグラフィ）はすでに眼科で網膜の

三次元断層イメージを取得するのに使われている。測定深さは
数mmであるが、高い空間分解能と非侵襲性が特徴である。こ
の技術を体内で利用するために内視鏡型やカテーテル型の
OCTが開発されている。気管支や大腸、脳を診断する様々な
プローブが開発されている。

6.　光エネルギー
2012年度は、市場の中心は欧州で、世界全体で31.1GWの太

陽光発電システムが導入された。日本では、2012年７月に日本
版Feed in Tariff（FIT）がスタートし、設備認定は2013年10月
時点で24.5GWだが、同月時点で運転を開始した設備は5.7GW
に止まっている。一方、材料開発での特徴はペロブスカイト型
太陽電池の驚異的と言える変換効率の向上である。このペロ
ブスカイト材料の発見はまだまだ未知の鉱石が眠っている可
能性を意味している。尚、今年度より「光触媒」「光電気化学
反応」「熱蓄積」「熱化学」を加えた。

6.1　結晶系シリコン太陽電池
低コスト化のため、セルプロセスでは基板の薄型化を進め、

表面（裏面）パッシペーションの高度化はAl2O3とSiNxとのス
タック構造で実現しつつある。更に、薄いSiOx（50Å以下）を熱
酸化により形成して高品質化を図っている。高効率セルに向け
て、①p型基板を用いて裏面にパッシベーション膜を配置し、ポ
イントコンタクトを用いる、②p型に代えてn型基板を用いる、
③アモルファスシリコンと結晶シリコンのヘテロ接合を利用した
HIT構造等がある。HIT構造の変換効率では薄型基板
（98µm）を用いて24.７％が報告されている。

6.2　シリコン薄膜系太陽電池
産総研が単接合セルの開放電圧521mV、変換効率10.5％を
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達成した。最高安定化効率としては、a-Si: H/nc-Si: H/nc-Si: 
Hの３接合セルで13 .4％（LG elect ron ics社）と13 .6％
（UniSolar社）、a-Si: H/nc-Si: Hの２接合セルで12.3％（カネ
カ）、nc-Si: Hの単接合セルで10.7％（EPFL/IMT）、a-Si: H
の単接合セルで10.1％（TEL Solar社）、SPC-polySiの単接合
セルで10.4％（CSG solar社）が確認された。

6.3　化合物薄膜太陽電池
ZSW（Zentrum fur Sonneenergie und Wasserftoff-

Forshung：独）が小面積セルで20.8％を達成した。また、
EMPA（スイス連邦材料科学・材料工学研究所）は高温耐性の
ないポリイミド樹脂を基板として、CIS系光吸収層内のGa分布
を精密に制御する等で20.4％を達成した。First Solar社は
CdTe太陽電池技術で今年からの４年間で0.25US$/Wのコス
ト削減を計画し、達成すると断トツのプライスリーダになる可能
性がある。

6.4　色素増型太陽電池
シャープの新規Ru錯体色素を用いて11.9％を達成以降、記

録更新は無い。ソニーは蓄電機能付きの太陽電池（Annabell）
を発表する等、実用化への用途開発に向けた動きが進んでい
る。また、海外ではSolaronix社（スイス）がCongress Center
のファサードへ300m2（パネル355枚／発電量2,000kW）の設
置が始まっている。一方、光吸収とキャリア輸送の機能を備え
たペロブスカイト太陽電池が世界中で活発に研究され、変換
効率は既に16％を超えている。但し、構成元素にPbを含むた
めその影響や代替材料開発の検討、また、発電原理等には不
明な点があり、今後解明が必要である。

6.5　有機薄膜太陽電池（OPV）
高効率を狙い多接合セルが成果を上げている。Heliatek社

（独）は低分子蒸着三接合タンデムのセル構成で変換効率
12％を達成した。また、モジュール効率もセルに近い値が得ら
れており、フィルム基板へのロール・ツ・ロール、大面積均一蒸
着、レーザによる精密スクライブが量産のキー技術となる。
OPVの実用化は当面難しく、電子機器の電源等の用途として
市場ニーズを掘り起こしていくことになろう。

6.6　超高効率太陽電池
Ⅲ-Ⅴ系集光型太陽電池は、シャープより三接合型（InGaP/

GaAs/InGaAs）太陽電池セルにて変換効率44％（集光倍率
302倍）、Fraunhofer ISEでは、Wafer Bonding技術を用いて、
GaInP/GaAsとGaInAsP/GaInAsの４接合型太陽電池セル
で、集光倍率297倍、受光面積5.20mm2において変換効率
44.7％、パナソニックからは、集光用レンズに直接小型集光型
太陽電池セルを貼り付けるモジュールで集光倍率300倍、変換
効率34.7％が報告されている。第３世代太陽電池では、中間バ
ンド量子ドット型で光出力電流を増大させるための方法として、
中間層として量子ドットとは逆向きの格子ひずみ量を一旦ゼロに
戻しながら多層化を行うと、欠陥密度が低い高品質な量子ドッ
ト結晶が作製できる。研究開発段階であるが、ロシア科学アカ

デミーはセル変換効率18.3％（非集光時）を報告している。

6.7　評価技術
性能評価関連で、分光感度・入射角依存度・動作温度測定

法IEC 61853-2が発行予定である。今年度は多接合型太陽電
池の電流電圧特性の評価方法に関するIEC 60904-1-1及び分
光感度特性測定方法に関するIEC 60904-8-1の審議が開始さ
れた。評価技術ではLEDソーラシミュレータの開発が進み、開
発段階では波長350～1,300nmでスペクトル合致度クラスAが
報告されている。

6.8　モジュール部材
結晶シリコン系では、酸による劣化が支配的であるため、酸

を滞留させないモジュール構造の開発や、酸を発生させない封
止材の開発が重要であり、薄膜シリコン系では酸に加えて水蒸
気そのものでも劣化が生じるため、水蒸気バリア性が高いバッ
クシートの開発が重要である。また、最近では運転後短期間で
モジュール性能が大幅に低下する電圧誘起劣化（PID）問題が
ある。原因は白板強化ガラスからのNaの拡散と言われ、対策と
しては体積抵抗率の高い封止材を用いる、セルの反射防止膜
をシリコンリッチにすることなどが報告されている。更に、高温
高湿試験耐性が高い封止材の大半でPID耐性が高いことも確
認されている。

6.9　メガソーラー技術
メガソーラーの多くは、電力会社の主要電圧の6.6kVの高圧

系統への接続が容易な設備容量２MW以下の高圧連係システ
ムになっている。期待される発電量としては、フィールド条件を
考慮してカタログ値の10％減とし、直流・交流配線、パワーコン
ディショナ、変圧器等の損失を加味してシステム効率80％以上
になるように設計するのが一般的である。

6.10　アジア諸国の開発動向
中国は、市場の縮小から政府は参入条件を設定して健全化

を図り、300社以上あった企業が100社程度に絞られた。今年
度のモジュール生産量は26GWと見込まれ、10GWが国内設置
される見込みである。新FIT制度が導入され、中部・東部地域
に“分子型”と呼ばれる分散型PV発電システムを重点的に導入
している。台湾は、過去２年の市場低迷より脱出しつつあり、
現設備容量約９GWに対し、約11GWへ増産計画が練られてい
る。技術的には裏面パッシベーションと局部BSF（Back 
Surface Field）を用いたPERL（Passivated Emitter Rear 
Locally diffused）型セルが量産態勢に入った。

6.11　エネルギー蓄積
光エネルギーを光触媒あるいは光電気化学反応を用いて水

素などの化学エネルギーに変換する技術、光エネルギーを集め
て熱エネルギーを生成して利用する熱蓄積及び熱化学反応の
開発が進められている。光触媒では粉末光触媒と多孔質光電
極による水の完全分解化が研究されている。光電気化学反応
では単結晶、多結晶、ナノ結晶等の半導体電極を用いて酸素あ
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るいは水素などを生成する研究が進んでいる。熱蓄積では太
陽光エネルギーを熱として貯蔵して発電を行うもので、既に商
業プラントとして実用化されている。熱化学では太陽光を集光
して作られる太陽熱エネルギーを幾つかの化学反応と組み合
わせて段階的に水分解を行い、より低温で水素を生成する研
究が進められている。

7.　光有機材料・デバイス
光有機エレクトロニクス分野では有機ELデバイスやタッチパ

ネルなどが生活の中に浸透しているが、今後は軽量で壊れにく
いフレキシブルデバイス、ウエアラブルデバイスへと進展してゆ
くものと考えられている。本分科会では、それらの製品の中に
利用されている材料や将来開発が期待される材料・デバイス
について調査した。
2013年はRGBオール印刷方式による大面積有機ELディスプ

レイや曲面ディスプレイの発表など、新規プロセスによる製造
が盛んになってきた１年であった。有機材料は無機材料と異な
り、塗布で極薄のデバイスを創ることができることが最大の特
徴であろう。有機EL（ディスプレイ・照明）、有機トランジスタ、
有機太陽電池が現在の３本柱であり、世界中で活発な研究が
行われている。ここ数年、ディスプレイ業界では韓国勢、太陽
電池業界では中国勢が力を持ち、エレクトロ二クス産業は厳し
い環境となっていたが、従来より基礎研究のレベルが高く、大
手化学メーカ、精密機械メーカが高い技術力を保有している日
本では印刷・塗布による「ものづくり」によって巻き返しを図る
チャンスが巡ってきたと言える。2020年に東京オリンピックが
開催されることも決まり、開発のモチベーションが高まっている
ように感じる。

7.1　有機発光材料
有機エレクトロルミネッセンス（EL）の評価指標の一つとし

て内部EL量子効率がある。この内部EL量子効率は注入され
た電流（キャリア数）に対する、EL発光として取り出せる光子
数の割合で定義される。この内部EL量子効率に関する重要な
支配因子の一つとして、励起子生成確率がある。この励起子生
成確率は、発光層として励起一重項状態（S1）からの発光を用
いる蛍光材料の場合と励起三重項状態（T1）からの発光を用
いるリン光材料の場合で、大きく異なる。電流励起において
75％の確率で形成される三重項励起子をS1へ逆項間交差させ
ることによって、S1の励起子生成確率を増加させる新しい方法
が提案された。
また、膜中における発光分子の配向を利用した光取り出し

効率の向上が確認された。

7.2　有機半導体材料
今年度は、塗布型単結晶有機半導体材料及び印刷プロセス

による配向制御と塗布単結晶FETついて調査した。分子設計
指針に基づいて開発された、分子の屈曲部位に硫黄元素を導
入したV字型及びN字型化合物材料は、高化学的安定性、高溶
解性に加えて、これまでの塗布型材料では実現困難であった熱
耐久性を有する新材料である。

一方最高性能を引き出すことができる塗布単結晶FETデバ
イスの大面積化は、今後のディスプレイやウエラブルコンピュー
タへの応用を鑑みると非常に重要である。エッジキャスト法［淵
（エッジ）に保持した半導体の溶液を乾燥させることにより単
結晶性有機半導体薄膜を得る手法］において連続的に半導体
溶液を供給しながらエッジ基板を動かすことにより、基板上へ
の連続的な単結晶成長が可能な「連続エッジキャスト法」が開
発され、本手法によりインチサイズの単結晶薄膜の作製に成功
した。本手法は、プリンテッド及びフレキシブルエレクトロニク
スデバイス応用上重要な大面積化に向けて大きな一歩を踏み
出したと言える。

7.3　透明導性電材料
透明導電膜はその名の通り、可視領域で高い透明性（光透

過率T：約80％以上）と、適度な導電性（電気抵抗率ρ：約１×
10-３Ω・cm以下）を有する材料である。各種酸化物半導体系、
細線金属、薄膜金属、高分子系、新炭素材料系を中心に様々
な検討が進められている。特性と量産化技術に関して向上が
認められた。また、塗って乾燥させるだけで金属並みの導電性
が得られる金属ナノインク材料についても、製法・特性などで
進展があった。

7.4　光機能性材料
今年度は、高屈折率・低屈折率材料とエレクトロクロミック

材料を取り上げた。前者については、有機－無機ハイブリッド
材料が注目された。高機能を発現しながら、透明性をいかに確
保するかが重要な観点となるが、まだ応用研究の端緒についた
段階である。一方後者は、電気（電流・電圧）を用いて光学的
性質が可逆的に可変できる材料と定義され、調光ガラスへの
応用が期待されている。こちらは、2011年頃から商品化され、
徐々に普及が進んでいる。

7.5　人工光合成
人工光合成の一例として、光触媒を用いた水からの水素生

成に関する世界の研究開発動向について調査した。米国では
アメリカ合衆国エネルギー省（DOE）が主体となり、2007年か
らHeliosプロジェクト、2010年からThe Joint Center for 
Artificial Photosynthesis（JCAP）プロジェクトなど、また、ア
メリカ国立科学財団（NSF）では2008年からPowering the 
Planetプロジェクトなど太陽エネルギー利用に関する大きな研
究投資が進んできた。日本でも経済産業省が2012年より人工
光合成プロジェクトを発足させ研究促進を行っている。長波長
の光まで有効に使える光触媒の開発が、最も注目されている。

7.6　共通技術
今年度は、有機ELの劣化解析技術について取り上げた。高

い発光効率と優れた耐久性の両立が有機ELの重要な課題で
あり、高効率化のための材料開発研究と並行し劣化機構を理
解するための基礎研究が活発に行われている。有機EL素子中
で劣化の生じる位置や原因は、用いたデバイス構造や有機材
料に強く依存する。劣化に関して最大の問題は、素子作製過程
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で混入する水や酸素といった小さな分子が有機ELと反応して
しまうことであると推察されている。

8.　光ユーザインタフェース
2013年度の光ユーザインタフェースに関する光技術動向調査

は、光技術動向調査委員会と技術戦略策定委員会の配下に光
ユーザインタフェース技術合同専門委員会を設置し、2030年代
に向けた光ユーザインタフェース技術のロードマップ策定の一
環として実施した。技術応用面から、医療・ヘルスケア、車載・
テレマティクス、コミュニケーション・教育、エンタテインメント、
基盤技術面から、ディスプレイ技術、バーチャルリアリティ技
術、ビジョン・画像処理技術、光センシング技術を取り上げた。

8.1　医療・ヘルスケア領域における動向
健康寿命の延伸には、日常生活での健康モニタリング、診

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
とをつなぐインタフェース技術が重要となる。光技術により、医
師への付加価値を高めた視覚情報の提供、非侵襲な手法によ
る安全な生体情報の取得が可能となる。この領域では、内視
鏡を中心とした診断用技術、手術支援ロボットを中心とした治
療用技術、健康寿命を維持するために予防医療に関わるヘル
スケア用技術が注目されている。

8.2　車載・テレマティクス領域における動向
自動車の安全システムは、エアバックなど衝突後の搭乗者を

保護するための「衝突安全」、衝突を未然に防止するための
「予防安全」に大別でき、さらに「予防安全」は、「運転支援」
と「危険回避」とに分類できる。運転者の運転行為を補助する
「運転支援」、自動車の自発的な判断で人の運転行為の目的
を推定し新たな運転行為を付加する「危険回避」、さらに、自
動運転、次世代移動手段が注目されている。

8.3　コミュニケーション・教育領域における動向
ネットワーク技術の進歩や高解像度ディスプレイの低価格化

などで、高画質の映像伝送が可能になり、高精細で臨場感の
高い映像通信を行うアプリケーションが普及し始めている。従
来は特別で高価な機器やネットワークを必要としたが、個人用
モバイル端末でも手軽に利用できる環境が整い始めている。
テレビ会議／テレビ電話、ソーシャル・ネットワーキング・サービ
ス（SNS）、放送／配信、テレワーク、遠隔教育、博物館／科学
館／美術館での応用などが注目されている。

8.4　エンタテインメント領域における動向
エンタテインメントでは、低コスト化が重要視されるため、低

価格にして手ごろになってきた映像出力装置やセンサを用いる
傾向が強く、それらをうまく使いこなし、コンテンツ自体のおも
しろさに結び付けていることが重要になる。映画館、劇場、ア
ミューズメント施設におけるアトラクションや業務用ゲーム機、
家庭用据え置き型ゲーム機、携帯型ゲーム機の入出力等に光
技術が取り入れられている。

8.5　ディスプレイ技術
ディスプレイの高精細化、大画面化、低コスト化は年々進化

し、徐々にその傾向は鈍化しつつあるが、ディスプレイ技術の
進化への期待は相変わらず大きく、性能向上に加え、新たな価
値創造が期待されている。LCD、OLED、電子ペーパ、バック
プレーン技術、プロジェクタ、立体表示、タッチパネル技術、高
精細技術が注目されている。

8.6　バーチャルリアリティ技術
バーチャルリアリティ（VR）は、コンピュータによって合成さ

れた人工的な世界に入り込み、そこで様々な疑似体験をするこ
とを可能にするシステム及び技術である。VRは“究極の現実感
の再現”を目指す方向性だけではなく、要素技術と他の技術の
融合や、他の用途への転用で、新たなシステム作りを目指すこと
が多くなっている。その例として、拡張現実感あるいは複合現
実感とよばれる技術があり、現実環境への付加情報の提示に
よる利便性の提供を目指している。

8.7　ビジョン・画像処理技術
画像処理は、人が理解しやすいよう画質を改善する高画質

化と、機械（コンピュータ）が撮影対象を理解するための処理
とに分けられる。前者は画像工学や画像（信号）処理、後者は
コンピュータビジョンと呼ばれ、ロボットの視覚への適用やコン
ピュータグラフィックスとの融合などの研究開発が行われてい
る。入力情報として、カラー情報に距離情報が付加されるよう
になり、３次元形状の取得、物体の表面反射特性などの同時
推定、実時間でのジェスチャー認識などで距離情報が用いら
れるようになった。画像認識では、人工ニューラルネットワーク
による新しい学習方法で、認識率が従来方式より大幅に向上
した。また、コンピュテーショナルフォトグラフィや圧縮センシン
グなど、撮影後に所望の画像を再構成する技術が実用化され、
リフォーカス機能などが話題になった。

8.8　光センシング技術
光センシングデバイスは固体と真空管の二つに大別され、大

きな技術進化と市場規模の大幅な拡大が期待される固体光セ
ンシングデバイスが注目されている。イメージセンサの画素微
細化は、技術開発ベースでは画素ピッチが１µmを下回る領域
まで半導体プロセスの微細化が進み、物理的な画素開口が可
視光の赤色の波長とほぼ等価なサイズにまで達し、光センシン
グデバイスとしての競争軸は、微細化による高画素・高画質競
争から測距撮像やプレノプティックカメラ、コンピュテーショナ
ルフォトグラフィなどの高機能化競争に移行しつつあり、今後
の進化が期待される。

9.　特許動向調査委員会
9.1　光技術に関する特許動向調査
昨年度と同様、ワーキング・グループ別に調査・分析を実施し

た。光通信ネットワーク、光メモリ、ディスプレイ、太陽光エネル
ギーの各産業分野の特許出願動向の定点観測に加え、光技術
のトピックスとして、本年度は「マルチコアファイバ（昨年度から
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継続調査）」「ROADMのCDC機能」「次世代光ディスク技
術」「太陽電池の技術要素・本体材料」を取り上げ、その詳細
な特許動向分析を実施した。さらに今年度は、「レーザ加工」
「LED照明」の２分野を調査に追加した。
なお定点観測においては、従来は日米欧３極の調査を実施

していたが、昨年度より中国韓国の調査を部分的に導入してい
る。新分野を調査に追加したことと併せ、光産業の新たな市場
とグローバルな勢力図に対応した取り組みとしている。

9.2　特許庁との懇談会（2013年12月20日）
特許庁からは特許審査第一部 瀬川勝久 光デバイス　審査

監理官はじめ５名の方々にご出席いただき、特許動向調査委員
会からは、児玉委員長はじめ10名が出席した。本年度は、当協
会より、「光技術産業の特許出願動向と特許庁への要望」と題
して児玉委員長が講演を行なった。
また特許庁より、“今後の特許審査の重点施策”と題して、瀬

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
まえて、出席者間で熱心な意見交換が行なわれた。

9.3　特許フォーラム（2014年３月７日）
本年度の特許動向調査結果の報告と特別講演からなる光協

会特許フォーラムを学士会館（東京都千代田区）で開催し、賛助
会員、一般参加、合わせて80名以上の方々にご出席いただい
た。

本年度の特別講演は昨年に引き続き、元キヤノン㈱　専務
取締役で金沢工業大学大学院客員教授の丸島儀一弁理士を
お招きし、「企業における特許戦略のあり方（事業・技術・知財
をつなげるために）」のご講演をいただいた。
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1.　はじめに
当協会では、今後の光産業の発展を見定め、光技術の研究

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
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
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
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
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
“2030年代に向けた光技術のロードマップ”の策定を開始した。
光技術分野として、今後の発展が期待される、情報処理フォト
ニクス、安全・安心フォトニクス、光ユーザインタフェース、光情
報通信、光加工・計測の５分野を選定し、５ヶ年計画で、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る。

３年目にあたる2013年度の光ユーザインタフェース・テクノロ
ジーロードマップ策定にあたり、技術戦略策定委員会と光技術
動向調査委員会の配下に、この技術領域における産学９名の
専門家で構成される光ユーザインタフェース技術合同専門委員
会を設置して、ロードマップの策定作業を進めた。ロードマップ
策定にあたっては、高度化・複雑化する情報システムを容易に
使いこなせる光ユーザインタフェースにより、“生活を豊かにす
る”ことを目的に、2030年代の社会ニーズを明確化し、その実現
に必要となる光技術や要求性能と関係づけることで、光ユーザ
インタフェース・テクノロジーロードマップを完成させ、報告書と
して取りまとめた。対象領域としては、ニーズとなる応用技術面
では、医療・ヘルスケア、車載・テレマティクス、コミュニケー
ション・教育、エンタテインメント、基盤技術面ではディスプレ
イ技術、バーチャルリアリティ技術、ビジョン・画像処理技術、
光センシング技術を取り上げている。

2.　光テクノロジーロードマップ
近年、技術革新による情報量の大幅な増加に伴い、情報シ

ステムが益々高度化・複雑化してきている。全ての人々が情報
化社会の恩恵を享受するには、システムや機器を意識すること
なく、人の自然な行動や直感的な操作で使うことができる人に
優しいインタフェースを備えることが求められる。2013年度の
光テクノロジーロードマップ策定では、“生活を豊かにする”こと
を目的に、2030年代の社会ニーズの明確化と関係分野の技術
動向調査から光ユーザインタフェース・テクノロジーロードマッ
プを完成させた。
ユーザインタフェースにおける光技術は、非接触で自由度が

高いこと、高速・高精度・高感度・高信頼性など高度な性能が
得られること、小型化・軽量化が可能になることなど多くのメ
リットがあり、大きな技術革新が期待される。生活を豊かにす
る光技術の利用分野は幅広いことから、今回の策定では、人と
人とのインタフェースで光技術とかかわりが深く情報量が多い
視覚に密接に関わる分野に絞り、かつ、進化したインタフェー
ス技術が相互に連携し合うことで、より豊かな生活が訪れるこ
とをイメージした。ロードマップ策定においては、従来のような
デバイス・要素技術の進化を中心に技術トレンドの延長を予測

するものを更に発展させ、専門委員をニーズ側とテクノロジー側
に分けて選出することで、利用分野の発展から想定されるサー
ビスと、技術の進化から創出されるサービスをうまく融合させ、
ニーズとテクノロジーが一体となったロードマップを策定するこ
とを目指した。
今後顕在化してくる高齢化、地球温暖化、産業構造の変化

などの社会課題を俯瞰したうえで、豊かな生活ができる将来社
会とするために、ビジネスへの展開のしやすさ、ビジネス規模な
どを考慮したうえで、応用技術面から、医療・ヘルスケア、車
載・テレマティクス、コミュニケーション・教育、エンタテインメン
トを対象領域として、これらの領域でのサービスを提供するた
めに必要となる基盤技術面から、ディスプレイ技術、バーチャ
ルリアリティ技術、ビジョン・画像処理技術、光センシング技術
を取り上げ深堀した。
ディスプレイ技術は、高精細化、大画面化、低コスト化が

年々進化しているが、さらなる性能向上に加え、新たな価値創
造が期待されている。バーチャルリアリティ（VR）技術は、コン
ピュータによって合成された人工的な世界に入り込み、そこで
様々な疑似体験をすることを可能にするものである。VRは、要
素技術と他の技術との融合や他の用途への転用により、拡張
現実感など現実環境への付加情報の提示による利便性の提
供など重要性を増している。ビジョン・画像処理技術としては、
人が理解しやすいよう画質を改善する高画質化や、コンピュー
タが撮影対象を理解するための処理技術が進化する。光セン
シング技術は、イメージセンサの画素微細化が進んだ結果、競
争軸は、微細化による高画素・高画質競争から測距撮像、プレ
ノプティックカメラ、コンピュテーショナルフォトグラフィなどの
高機能化競争に移行しつつある。これらの光基盤技術に対し
て、応用技術領域での各種サービスを実現するために求められ
る性能を数値化することでロードマップを完成させた。

2.1　医療・ヘルスケア領域ロードマップ
健康寿命を延伸していくために、日常生活での健康モニタリ

ングや診断・治療の各段階での医療の高度化が求められ、今
後益 、々医師と患者をつなぐインタフェース技術が重要となって
くる。あたかも医師がそこにいるかのように体内を描写したり、
見落とす可能性がある病変部を指摘したりする高度な医師へ
のサポートや、患者に大きな負担をかけない非侵襲診断を実
現するために、高感度・高速なセンシング、高精度なビジョン・
画像認識、高画質、高色再現、感覚の記録・再生などの光基盤
技術の開発が重要となる。また、医学・工学の壁を越えた融合
による技術開発なども必要となる。

2.2　車載・テレマティクス領域ロードマップ
高齢化社会の到来で、高齢者による運転機会が増加するた

め、将来社会でも交通事故対策は重要な課題として存在する
であろう。衝突を未然に予防するための“予防安全”技術が重
要となり、特に自動運転の実現に向けた研究開発の推進が求
められる。その実現のために、車外3D測距、車内ドライバの状
況観察、低遅延での画像認識などの技術開発や、処理遅延を
克服するための予測技術の立ち上げの必要性があげられる。

技術情報レポート
2013年度OITDA

25

技術戦略策定



2.3　コミュニケーション・教育領域ロードマップ
ネットワーク技術の進歩や高解像度ディスプレイの低価格化

などで、高画質の映像伝送が可能になり、高精細で高臨場感
のある映像通信を行うアプリケーションが普及し始めている。
このような空間を共有できる技術を高度化するには、感覚情報
の取得・表現、人間の知覚特性の利用、低遅延伝送、高速画
像処理などの技術開発や、自然な対話を実現するための先読
み技術の立ち上げの必要性があげられる。

2.4　エンタテインメント領域ロードマップ
心の豊かさを提供するエンタテインメント領域では、コンテン

ツが重要であることは当然のことであるが、低コスト化が重要
視されるため、低価格で手ごろになった映像出力装置やセンサ
を用いる傾向が強い。低コストで、手軽さ、新鮮さを提供でき
る技術として、運動視差つき立体視、体積走査型ディスプレ
イ、NUI（Natural User Interface）などの開発と空間像再生
技術の早期実用化の必要性があげられる。

高度化していく情報システムの価値を最大化するためには、
まず、人が簡単に使いこなせることが求められる。その実現に
おいて、ユーザインタフェースが担うべき役割が大きいことは、
誰も否定しないであろう。人の五感のうち情報量が多い視覚に
密接に関わる光ユーザインタフェース技術を、将来の情報システ
ムを誰もが自由に使うための技術として発展させていくことは、
光産業の発展に寄与するものであり、今回、光ユーザインタ
フェース・テクノロジー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である。本ロードマップが生活を豊かにす
るための光技術の研究開発の方向性の指針となることを期待
する。
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