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1.　はじめに

当協会では、光技術動向調査事業として、毎年、最新光技
術の動向を的確に把握し、将来への指針とすべく継続的に調
査研究を行っている。今年度は、光無機材料・デバイス、光情
報通信、情報処理フォトニクス、光加工・計測、光エネルギー、
光有機材料・デバイス、光ユーザインタフェースの７つの技術
分野を調査対象とした。調査結果は、最新の技術動向として、
Web機関紙オプトニューズのテクノロジートレンドで、それぞれ
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
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
向セミナーで紹介される予定である。

2.　光無機材料・デバイス
2.1　テラヘルツ・中赤外域

テラヘルツ領域は、ガスや生体分子等の様々な材料におい
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
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
出力な光源や高感度な検出器が課題となっている。

検出器では、非冷却赤外線イメージセンサにおいて、MEMS
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
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、
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
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
まっている。一方、InAs/GaSb Type II超格子赤外線検出器
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
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
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。

光源に関しては、従来のGaAs系材料を用いた量子カスケー
ドレーザ（QCL）で高温動作化、低周波数化に向けた取り組み
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
160Kにて1.89THzの発振に成功し、その有効性が確認され
た。また、GaN系材料を用いてGaAs系材料では物性的に達成
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
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
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
る。

2.2　近赤外域（光通信用波長域）
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

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
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
かった。しかし、フォトニック結晶面発光レーザ（PCSEL）に
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
として1.5W以上、発振波長941.5nm、波長幅0.02nm以下、サイ
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
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
の温度依存性低減のために、GaAsBi系半導体レーザが取り上
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
を達成し、発振波長の温度係数を、GaAs系レーザに比べ45％
まで減少させている。

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
活性化している。パッシブデバイスにおいては、SOI（Silicon 
on Insulator）基板を用いることにより、面内均一性の向上や、
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、
様 な々機能を有するデバイス開発が可能である。均一性に関し
ては、AWG（Arrayed Waveguide Grating）波長分波素子の
300mmウエハプロセスにて、波長ばらつき３nm以下が達成さ
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
して、CFP/CFP２（C Form-factor Pluggable）トランシーバに
搭載可能なサイズで128Gbit/s DP-QPSK復調動作に成功して
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
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
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
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
0.41µm（３σ）が可能となり、シリコンフォトニクス分野の量産
化に有望な技術となっている。

2.3　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

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。
また、照明用LEDの高出力化として、m面GaN基板を用いる

ことにより、紫波長域で、効率向上が確認された。
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

ても注目されており、AlGaN系半極性面基板を用い、結晶成長
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
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
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
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
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
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
た。

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
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
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
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
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
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
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
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
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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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
能となる技術が開発されようとしている。

3.　光情報通信
2014年度の光情報通信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下に光情報通信技
術合同専門委員会を設置し、2030年代に向けた光情報通信
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
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
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
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
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、
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
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、
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。

3.1　データセンタ領域における動向
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

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
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
て調査した。

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
により集中制御するSDN（Software-Defined Networking）
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
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
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
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
る。近年では、SDNにより、データセンタ内だけではなく、デー
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
構成する実証実験が行われている。

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
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
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
に、MMF伝送、100GbE/400GbE SMF伝送、光スイッチの開
発が進められている。また、IEEEにおいては、既に標準化が
進んでいる100Gbイーサネットに加え、400Gbイーサネットの標
準化が検討されている。

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
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
MCF（Multi-Core Fiber）の開発が進められている。Few-
Mode Fiber（FMF）を用いた短距離伝送実験の報告はあまり
ないが、MIMOなどの信号処理技術の進展で適用されていく
可能性はある。

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
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、
1550/1310nm帯SMF伝送に適し、集積化できるシリコンフォト
ニクスの適用が検討されている。

3.2　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、

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
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
た。

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
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
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
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
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
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
レーションの簡易化により保守稼働を削減する。

また、長距離・大容量伝送のために、デジタル信号処理技術
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
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
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
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
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
現していく研究も精力的に行われている。

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
は100Tbps程度が限界とされており、伝送容量をモードの数だ
け増やすことができるFMF（Few Mode Fiber）、一つのク
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
るMCF（Multi-Core Fiber）、およびFMF・MCFの光増幅技
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
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
られている。

3.3　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

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
技術動向について調査した。

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
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
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
る。10G-EPON（10Gigabit Ethernet Passive Optical 
Network）やXG-PON（10Gigabit PON）の技術的な検討は収
束してきた。現在、ITU-T/FSANで、40Gbps超級の次世代光
アクセス方式であるNG-PON２（Next Generation PON phase 
２）を標準化中である。NG-PON２では、下り10Gbps／上り
2.5Gbpsの４波多重を基本とするTWDM-PON（Time and 
Wavelength Division Multiplexing-PON）を標準化しており、
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
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
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
線基地局の効率的な収容方式が検討されている。

シリコンフォトニクスは、現在のONU（Optical Network 
Unit）などの端末の小型化に留まらず、複数波長を利用する
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.　情報処理フォトニクス
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

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
術が高度に進化し続けており、特に計算機、携帯機器、無線・
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
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
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
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
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
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
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
いて動向調査を行っている。

4.1　光メモリ
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

データ量は2011年の約1.8ZB（1.8兆GB）から2020年には約
40ZB（40兆GB）に達するとされている。このような大容量デー
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
メディアの記録容量の更なる向上が必要不可欠である。

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
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
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
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
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
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」
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
記録容量は128GB程度である。競合技術との差を埋めるには
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
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
礎研究が重要になる。

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
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
応用する開発が進められている。

4.2　光インターコネクション
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

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。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。このため、
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
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
ます増加するものと予測されている。

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
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
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

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
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
にはモジュール内での電気／光変換が必要となり、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が、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。

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
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
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
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、
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
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
提案が出始めている。

4.3　光演算
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

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
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。光演算システムの実現には基礎科学から産業
技術まで広がる横断的な分野からの要素技術が目的に応じて
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
がある。

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
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
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
高いセンシングシステムへの応用があげられる。

近年、光学系と計算機処理を融合させて、深い被写界深度
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
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
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
げられる。

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
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
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
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
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
も提案されている。

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
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
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
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
用する提案がされている。

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
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
が提案されている。

光演算は、光メモリ、光計測、光インターコネクト、光通信、情
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
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
今年度の光加工・計測分野の調査では、光源技術として「国

内のファイバレーザ動向」、「高出力パルスCO2レーザ」を、加
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
質と選択的めっきを用いたMID工法」を、計測技術としては
「低ノイズ・高時間分解能CMOSイメージセンサ」、「レーザ超
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
ング」を取り上げた。

5.1　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

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。
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
なってきており、海外の100kW機には及ばないが、市場のボ
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。
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
加工機に搭載されている。また、CW（連続波）の高出力化と並
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、CO2レーザの新たな用途展開として、20nm以下の微
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
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
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
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
な波長の光を既存のレーザ媒質から発生させることは不可能
であるため、プラズマの発光を利用することになる。所望の
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
いる。

5.2　加工技術
技術及び 市場が急激に進化、拡大しているAdd it ive 

Manufacturing（AM：付加製造、３Dプリンティング）の最新
技術動向として、CO2レーザ及びファイバレーザを用いた粉末
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
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
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
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
い。

また、新たなレーザ加工技術として、レーザを用いたMID
（Molded Interconnect Device：成形回路部品）工法に関す
る調査を行った。MIDとは、立体的な樹脂成形体の表面に金
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
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
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
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
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
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
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
超短パルスレーザの応用が試みられている。

5.3　計測技術
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

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
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
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
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
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
解能のCMOSセンサが実現されている。

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
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
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
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
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
ことで、試験体内部の様子を把握することができる。

5.4　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

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
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
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
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
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
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
として注目されている。

6.　光エネルギー
2012年度の全世界の太陽光発電システム導入量は2011年度

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
かわらず、38.4GWと再び増加傾向になった。これは、主に日
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
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
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
移行しつつあることが言える。

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
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
（ヘテロ接合型）太陽電池、ドイツZSW（太陽エネルギー水素
研究センター）のCu（InGa）Se2太陽電池、First Solar社（米
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
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
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
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
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
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
み合わせて、また、色素増感太陽電池・有機薄膜太陽電池は、
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
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
ている。

2014年度には、固定価格買取制度（FIT制度）の転換など、
日本でも太陽光発電システムをめぐる環境に様 な々変化が起き
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
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
る。

6.1　結晶系シリコン太陽電池
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

て君臨したM. Green教授の変換効率25%を上回るセルの発表
（パナソニック：25.6%、シャープ：25.1%、SunPower社：
25.0%）があり、飛躍的な進歩を遂げた年であった。一方、日本
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
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
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
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
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
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
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
を目指した技術開発がトレンドとなると思われる。

6.2　化合物薄膜系太陽電池
CIS（銅、インジウム、セレン）系薄膜太陽電池技術のトピッ

クスは、ドイツのZ SWによる「三段階法（Three st age 
method）」を用いた従来の最高効率20.8％を超える21.7％の
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
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
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
現が可能であることを示した。また、CdTe太陽電池技術では、
First Solar社（米国）が、モジュール効率で世界最高の17.0％を
達成した。これは、CdTe太陽電池がp型単結晶Si太陽電池と
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
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
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　色素増感・ペロブスカイト太陽電池
色素増感太陽電池は、公的機関測定のセルでの変換効率更

新は無かったが、24.19cm2のミニモジュールで10.4%の効率更
新があった。低照度、高効率、高い可視光透過率を活かした
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
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
シフトしており、研究者人口が減少している傾向にある。

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
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
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
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
り、今後も動向に目が離せない状況である。

6.4　有機薄膜太陽電池
有機薄膜太陽電池（OPV）は、毎年、変換効率が向上してお

り、2013年初めには現在の最高値である12%が報告された。
現在、OPVの研究開発は企業が牽引している側面があるが、
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
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

造の解析研究、分子配向、層分離構造、理論限界効率の議論
も活発である。

6.5　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

的に研究開発されている。Fraunhofer ISEのグループは、四
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
ジュールの作製を行っており、CSOC（Concentrator Standard 
O p e r a t i o n  C ond i t i o n）の条 件下で3 5 . 0％、C S T C
（Concentrator Standard Test Condition）の条件下で36.7％
の変換効率を報告している。大同特殊鋼は、Lattice-Matched
（LM）三接合型太陽電池セルとFresnel-Köhler光学系を用い
た集光型太陽電池モジュールを開発し、CSTC条件下で32.3％
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
率はShockley-Queisserの理論値にほぼ到達しているため、高
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
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
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
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
で15.3%、単接合GaAsセルの集光モジュールで19.0%を記録し
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
増やすこと等が当面の課題であることが報告された。

6.6　評価技術
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

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
規格の審議がTC 82/WG 2で行われた。一方、JIS規格は、日
本電気工業会（JEMA）の太陽光発電セル・モジュール分科会
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
がある。Fraunhofer ISEは、26地点のPVシステムについて、発
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
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
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
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
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
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
した。

6.7　モジュール部材
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

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
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
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
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
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
生させない封止材の開発が重要になってきている。

6.8　スマートグリッド
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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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
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
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
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
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
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
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
成のあり方についても議論・検討が必要である。

6.9　メガソーラー技術
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

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
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
電所は、系統電圧により、低圧連系（～50 kW未満）、高圧連系
（50 kW～２MW未満）、特別高圧連系（２MW以上）の３つ
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
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。
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
命等を目的とし、軽量、高耐久、かつ形状自由度が高いFRP
（Fiber Reinforced Plastics）や国産間伐材を有効活用した
木製架台等が普及している。

6.10　エネルギー蓄積
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

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
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
として蓄積することが重要である。

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
う技術と考えられる。

7.　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

光材料、有機半導体材料、透明導電性材料、光機能性材料・
デバイス、人工光合成（物質変換）や光有機デバイスの評価法
などについて調査した。

7.1　有機発光材料
蛍光、リン光発光分子に続く「第三世代」の有機発光材料と

して注目されている熱活性化 遅延蛍光（Therma l ly　
Activated Delayed Fluorescence : TADF）材料について検

討を行った。
近年、三重項励起状態（T1）エネルギーを取り出す新たな機

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
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

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
を用いれば、三重項励起子をS1へと逆系間交差（T1→S1）させ
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
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
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
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
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
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
待される。TADF発光材料は、今後の有機発光材料として大き
な可能性を秘めている材料であると言える。

7.2　有機半導体材料
これまでの有機半導体材料開発は、１）高移動度、２）大気

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
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
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
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
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
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
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
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
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
半導体材料が注目されている。

7.3　透明導電性材料
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

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
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
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
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
年、配線形成だけでなく、半導体、絶縁体形成工程の殆ど全
てを、PE技術を用いる製造プロセスが、R FID（Rad io 
frequency identifier）タグ、OLED、有機半導体デバイス等に
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、
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
位一体の技術確立を必要とする。

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
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
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
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
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、
ガラス、セラミックなどの様 な々基材上で４µΩ・cmの体積抵抗
率を示す銅回路形成が可能である。また、現在、タッチパネ
ル、RFID、有機半導体などの基材として注目されているPET
やPENなどの低耐熱性基材上においても、条件によっては、
10-6Ω・cmオーダの低抵抗な銅皮膜が得られることが報告さ
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



技術情報レポート
2014年度OITDA

25

光技術動向調査

プロセスを視野に様 な々分野への適応が期待できる。

7.4　光機能性材料・デバイス
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

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
材料とMEMS技術を融合することでSCL型バイオセンサが開
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
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
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
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
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
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
れたキャビタスセンサ（体腔（Cavitas; Cavity）への着脱が可
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
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
が可能と考えられる。

7.5　人工光合成
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

いて、物質変換系の動向について調査した。
CO2の１電子還元には、平衡電位として－1.9V（vs標準水素

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
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
がって、太陽光エネルギーを用いてCO2還元を行うには、いか
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
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
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
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
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
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
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
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
た。

7.6　光有機デバイス
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

（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
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
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
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
の今後の展開を注視する必要があることが示された。

8.　光ユーザインタフェース
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

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
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
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
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、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
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
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

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。

8.1　医療・ヘルスケア
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。

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
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
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、
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
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
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
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
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
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
サービスが拡大している。

8.2　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

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
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
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
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
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、
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
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
ションも普及し始めている。

教育現場でのICT利用は、教育支援やICT活用支援等のシ
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、
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
ムな遠隔講義やVoD（Video On Demand）型での講義映像配
信の利用が活発になってきている。

8.3　ウェアラブルコンピューティング
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

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
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
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
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
グに新たな商機が見いだされつつある。

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
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
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
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
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
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
は腕時計型情報提示デバイス用OS（Android Wear）搭載の
新製品が登場したのに続き、2015年にはApple Watchの発売
が予定されており、注目を集めている。
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8.4　４K･８K放送
2014年９月に公表された総務省の「４K･８Kのロードマップ」

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
た取り組みが前倒しされ、2016年に「BSにおいて４K試験放送
（最大３チャンネル）及び８K試験放送（１チャンネル）を開始
（４Kと８Kを時分割で放送）」、2018年に「BS等において４K
及び８Kの実用放送開始（2018年までに可能な限り早期に開
始）」と明記された。

４K･８Kに関する技術進歩は目覚ましいものがあり、国内の
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、
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
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
究・開発が進展し、性能の向上と小型化、低廉化が進みつつ
ある。2014年６月からは、試験放送「Channel４K」が開始され
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
への取り組みが進められている。

8.5　ディスプレイデバイス
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

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
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
ては、「高画質化」「多機能化」「拡張現実」が挙げられる。
「高画質化」では、高精細化、大画面化、広色域化が更に進展
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。
「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
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
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
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
技術開発が進んでいる。「拡張現実」では、その実現のための
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
る。

8.6　３Dディスプレイ
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
とが重要となる。

8.7　VR・AR技術
仮想現実感（VR：Virtual Reality）技術とは、コンピュータ

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

ずの「感覚情報」をコンピュータにより「変調（付加、削除、強
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
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
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
位置づけられる。

この特徴を利用して、医療、観光、教育、保守、建築、芸術、
エンターテインメント、軍事など、様 な々分野への応用が試みら
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
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
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
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
である。

8.8　コンピュータビジョン
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
る。

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
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
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
要な鍵を握ると思われる。

8.9　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

幹となる要素技術である。CMOS/CCDイメージセンサの高画
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
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
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
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
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
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
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
流れは今後も継続すると予想される。

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
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
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
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、
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
である。
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9.　特許動向調査
9.1　光産業技術に関する特許動向調査

光産業技術の特許動向調査として、本年度もワーキング・グ
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
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
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、
本年度は「光ケーブル」「PV用架台」「光アンプ」「レーザ加
工」「LED照明」の５テーマを取り上げ、技術キーワード別の調
査を含めた詳細な特許動向分析を実施した。以下では、定点
観測調査結果について概述する。
⑴　光通信ネットワーク産業

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
願について、公開特許件数の年度推移（2005年～2014年）、
出願人の国籍別比較、技術分野毎の動向調査を実施した。
日本の公開特許件数が、2005年以降、増減を繰り返しなが
ら減少し続け、2014年にはピーク時（2005年）のほぼ半分に
まで減少したのに対し、米国公開特許件数は2005年から
2011年にいったん減少したものの、2012年から2014年にか
けて増加傾向にある。また、欧州特許においても2008年以
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
感がある。国籍別にみた場合、米国特許および欧州特許に
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、
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
を有望な市場として認識していることの表れといえる。

また、2014年に公開された特許のうち、上位10の技術分
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
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
どの技術分野が増加傾向にあり、特に、「プロトコル」、「伝
送制御手段」等の分野が増加している。

事業の海外展開や競合企業のグローバル戦略を踏まえ、
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
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
進していくことがますます重要になっている。
⑵　光メモリ産業

光メモリ技術では、日米欧中の特許出願について、公開件
数の年度推移（2005年～2014年）、出願人の国籍別比較、お
よび、企業別比較等の調査を実施した。2013年度と比較し
て、公開特許件数は、日本特許（37%減）、米国特許（16%
減）、欧州特許（34%減）、中国特許（25%減）といずれも引
き続き減少傾向にある。国籍別比較、企業別比較の調査結
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
おり、HDDや半導体メモリの大容量化と低価格化が進むと
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
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
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
ると思われる。
⑶　ディスプレイ産業

ディスプレイ技術では、日米欧中の特許について、公開件
数の年度推移（2004年～2014年）、出願人の国籍別比較等
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
施した。本分野では、日米欧特許の公開件数が2005年～

2006年をピークに減少傾向にあるのに対し、中国特許の公
開件数は2006年以降も横ばい、もしくは、漸増傾向にあり、
2014年には中国出願の件数が最多となっている。一方、
PCT出願は、2009年以降、公開件数が増加しており、特に、
2013年以降、中国出願人による増加が著しい。海外市場を
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
動の活発化がうかがえる。

また、日本特許の公開件数減少において、出願人の国籍
別比較から、2009年以降の日本出願人の減少の影響が大き
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
が分かった。なお、米国では、公開特許件数が減少している
ものの、登録特許件数は2011年以降も継続的に増加してお
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
きいと推測される。

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
技術が成熟期にあることがうかがえるが、今後、HMD等の
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
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
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
の特許出願の動向にも注目する必要がある。
⑷　太陽光エネルギー産業

太陽光エネルギー分野では、日米欧中の特許出願につい
て、公開件数の年度推移（2005年～2014年）および出願人
の国籍別比較等の調査を実施した。日本の公開特許件数
は、2008年から2013年まで増加傾向が継続したが、2014年
は2013年から微減となっている。一方で、米国の公開特許
件数は、2012年から減少傾向に転じており、欧州及び中国
でも2014年は減少している。

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
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
てが日本企業であり、米国では上位20社中５社、欧州では
上位20社中16社と、日本企業の占有率は高い。我が国はこ
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
り、この傾向は今後も続くものと予測される。

9.2　特許庁との懇談会（2014年12月12日）
特許庁から特許審査第一部 瀬川 勝久 光デバイス 審査監

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
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、
「光産業技術の特許出願動向と特許庁への要望」と題して、
児玉委員長から特許動向調査委員会の活動紹介および調査
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
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（2015年３月６日）
本年度の特許動向調査結果の報告と特別講演からなる光産

業技術振興協会特許フォーラムを学士会館（東京都千代田
区）で開催し、賛助会員、一般参加、合わせて90名以上の方々
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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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