
技術情報レポート
2017年度OITDA

18

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、光材料・デバイス、光情報通
信、情報処理フォトニクス、光加工・計測、光エネルギー、光
ユーザインタフェースの６つの技術分野を調査対象とした。調
査結果は、最新の技術動向として、Web機関紙オプトニューズ
のテクノロジートレンドで、それぞれの分野のトピックスを18件
の記事として掲載した。また、2018年10月17日〜19日に開催さ
れるインターオプト2018の光技術動向セミナーで紹介される予
定である。

2.　光材料・デバイス
2.1　テラヘルツ・中赤外域

近年、フォトニクスとエレクトロニクスの両面からのアプロー
チにより、テラヘルツギャップ領域開拓が検討されており、様々
な応用の可能性を含めた技術開発が注目されている。今年度
の調査では主に検出器の技術動向に焦点を当てた。エレクト
ロニクス技術による半導体デバイス検出器としては、ショット
キーバリアダイオード（SBD）や共鳴トンネルダイオード（RTD）
などで優れた特性を実現してきた。その中でもSBDは、テラヘ
ルツディテクターとして広く利用され、テラヘルツギャップ領域
を超える10 THz以上の周波数までの検出動作を達成してい
る。このSBDを改良したフェルミレベル制御バリア（FMB）ダ
イオードは、ヘテロ接合の制御性と広帯域・低雑音特性を実現
するデバイスとして開発され、市販のSBDと比較して低い雑音
等価電力を達成することによって、その優位性が確認された。
また、FMBダイオードは、制御性に優れ均一性・再現性が向上
することからアレイ化が進められ、100素子からなるリニア検出
器アレイが試作された。テラヘルツ波イメージングが報告されて
おり、0.48秒の撮像時間を達成し、回折限界レベルの分解能
0.7 mmが確認された。

テラヘルツ域においては、電子デバイス・光デバイスで多くの
物理的限界が存在する一方、化合物半導体のへテロ界面およ
びグラフェン内に存在する二次元電子ガスのプラズモンを利用
したデバイスは、二次元電子チャネルの構造に依存したテラヘ
ルツ波が発生・検出されることから盛んに研究されてきた。非
対称二重格子ゲート高電子移動度トランジスタ（A-DGC 
HEMT）は、格子ゲートを介した高効率かつ広帯域なテラヘル
ツ波とプラズモン結合が可能なデバイスとして開発され、内部
検出感度および雑音等価電力が改善された。実用化に向けた
受光効率向上のために、半球シリコンレンズを集積したモ
ジュール化することで単体と比べて約６倍の高効率が得られた
ことにより、高いポテンシャルを示すとともに、10 GHzを超える
応答周波数帯域の実証結果から、無線通信への実用化に向け
て期待が高まっている。

テラヘルツ波技術のアプリケーションとして、血中糖分であ
るグルコースの分子振動に起因する吸収スペクトル帯が10 µm
程度であることから、テラヘルツ波による非侵襲な血糖センサ
が検討されている。実験室レベルの測定ではあるが、10 µm帯
の量子カスケードレーザを用いて光音響法による血糖値測定

を行った結果、採血による血糖値測定結果との相関値が0.65
程度であったことから、非侵襲血糖値センサの可能性が示さ
れた。実用化までには課題は多く残るが、ヘルスケア分野への
応用が期待される結果が得られた。

2.2　近赤外域（光通信用の波長域）
近年では巨大データセンタの拡大に伴い機器間の光ファイバ

通信が急速に普及している。モバイル通信においても携帯端末
の増加や通信速度の向上に伴う大容量化が進んでいる。

直接高速変調レーザにおいては、AlGaInAs/InP材料系に
より25 Gbpsでの良好な変調特性が得られており、光子間共鳴
効果によって緩和振動の影響を補償することで55 Gbps以上
の帯域と112 GbpsのPAM４動作が報告されている。

外部変調器集積レーザでは、比較的高速な広帯域動作が可
能であり、多くの高速変調動作が報告されており、進行波電極
を用いた100 GHzの高速動作と232 GbpsのPAM４伝送も報告
された。また、インターコネクション用にSi-Geを用いた電界吸
収型（EA）変調器でも100 Gpsの変調動作が達成されてい
る。近年では、次世代アクセス用に高出力化が期待されてお
り、28 Gbps変調時の光出力で6 dBmが報告されている。さら
に、半導体光増幅器（SOA）を集積化し9 dBmに達する変調
光出力を得て10 Gbps、80 km伝送に成功している。

デジタルコヒーレント通信応用では、光の位相情報による多
値変調方式が用いられるため、波長可変などの高度な仕様が
要求されており、外部共振器型、分布ブラッグ反射（DBR）型
レーザや分布帰還型（DFB）レーザアレイ型などにより高性能
化が図られてきた。中でもDFBレーザアレイ型においては性能
改善により、波長可変モジュールで80 mW以上の光出力と80 – 
120 kHzのスペクトル線幅を実現しており、各種伝送方式や用
途に合わせた技術躍進が進んでいる。

近年、光伝送は、情報伝達のためだけでなく電力供給手段と
しても研究が進んでいる。アンテナ局舎間用に、４本のマルチ
モードファイバ（MMF）で、6.6 W程度の給電光を200 m伝送
させ、最大50 mWの無線信号出力を実現している。さらに、基
地局において外部電源を不要とする活用法も視野に開発が進
展している。

2.3　可視・紫外域
GaN系デバイス技術の新たなステージとして面発光レーザの

技術動向と深紫外域の技術開発の状況、用途拡大のための深
紫外センサ、アプリケーション技術としてのウェアラブルディス
プレイについて調査した。GaN系面発光レーザについては、こ
の２年の間に最大出力は約４倍の4 mW以上まで向上し、微分
量子効率13%が得られている。これまで素子特性改善に向け
た技術開発が進んできたが、さらなる改善が期待されている。

深紫外LEDは、幅広い応用分野での活躍が期待されている
が、水銀ランプを越える高効率化が課題である。最近、低圧水
銀灯を越える20%以上の外部量子効率（EQE）が達成され、
その実用化が期待されている。また、高輝度深紫外LEDの開
発に伴い計測用途や炎センサ、ガスセンサなどの高感度かつ太
陽光に影響されない紫外線センサが望まれている。ヘテロ構造
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の界面に誘起される二次元電子ガスを用いることで受光感度と
リジェクション比の改善に成功したが、さらに、電極構造を最
適化することにより、実用レベルの炎センサとしての仕様を達
成するとの予見も得られ、今後の可能性が期待されている。

可視域での光源の高性能化により小型のRGB光源が実現さ
れており、この光源と微小電気機械システム（MEMS）ミラーと
の組み合わせによって網膜に直接投影可能な網膜走査型レー
ザアイウェア技術を用いたウェアラブルディスプレイが開発され
ている。このディスプレイは直接網膜に画像を投影するため、
視力に影響を受けない特徴を有しており、医療機器分野への
応用も期待されている。

2.4　有機材料
有機材料は塗布あるいは真空蒸着などの簡便かつ非高温プ

ロセスで形成できることから、低コスト性を背景に注目されて
おり、今年度は発光材料と太陽電池などの受光材料を中心に
調査した。

昨年発売されたApple™社のiPhone X™には有機ELが搭載
され、広く普及するようになった。表示デバイスとして三原色を
実現するために、赤と緑は、りん光発光材料が用いられ、青
は、三重項・三重項消滅（TTA）による蛍光が用いられてい
る。青色の効率改善が重要課題であり、熱活性化遅延蛍光
（TADF）材料が純粋な有機材料として急速に進展している。
５年前のEQE20%の実現から、近年では37%まで改善されて
いる。TADF材料の技術開発は、効率改善だけでなく、寿命改
善との両立も課題であり、実用化のためには必須である。その
ために、分子レベルでの材料化学技術の深化による革新的有
機半導体材料の開発が期待されている。また、ナノ粒子化した
ペロブスカイト量子ドットは、100%に迫る発光量子収量
（PLQY）と高色純度スペクトルを有することから新たなLED
として注目されている。2015年の初報告EQE0.1%から、現在で
は8.7%の高効率化を実現しており、今後の進展が期待されて
いる。

有機系太陽電池には、大別して有機薄膜太陽電池、色素増
感太陽電池、ペロブスカイト太陽電池の３種類があるが、近年
の活発な研究開発により、一昔前のSi系太陽電池の変換効率
に迫る特性が得られており、ペロブスカイト太陽電池では、変
換効率22%を超える特性も達成され、今後の技術躍進に期待
がもたれている。

有機材料の特性を活かしたフレキシブルエレクトロニクスの
応用分野としてアクティブ圧力センサシートの開発が検討され
ている。有機薄膜トランジスタアレイでセンサを駆動すること
により大面積化が可能で、高速で圧力分布を観測可能なセン
サシートを実現したことにより、有機材料のアプリケーションの
新たな価値創造が検討されている。

3.　光情報通信
我が国の高度に発達した情報化社会は、光通信ネットワーク

の技術革新によって支えられてきた。1980年代以降の日本は、
世界に先駆けて光ファイバ通信技術の研究開発実用化を進
め、1980年代の長距離基幹網の光化、1990年代のメトロ網へ

の10 Gb/s光リングシステム導入、2000年代のアクセス網の光
化を経て、今日の光通信ネットワーク構成へと発展を遂げた。
コア網には光増幅中継を繰り返して全国の拠点を結ぶ高
密度波長多重（DWDM）システム、メトロ網には光分岐
挿入と増幅を行うノードで構成されるリング網のROADM
（Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer）システム、
アクセス網には光分岐（下り）と光時分割多重（上り）を行う
PON（Passive Optical Network）システムがそれぞれ導入さ
れている。

光情報通信分科会では、2017年度の技術動向を以下のよう
に６つの分野ごとにまとめた。

3.1　基幹光伝送システム
単一コアシングルモードファイバ（SMF）伝送において、１

チャネルあたり400 Gb/s超の伝送速度を指向して、情報理論
に基づいた符号化変調や信号点シェーピング等のアプローチ
によりシャノン限界の追求が行われた。Probabilistic shaping
技術を適用したフィールドトライアルも報告され、太平洋横断
級の長距離伝送への適用可能性が示された。空間分割多重技
術の進展もめざましく、伝送容量の世界最大容量が10 Pb/sに
更新された。また、SMF伝送の限界容量である100 Tb/sの容
量を、マルチコアファイバやヒューモードファイバを利用して、高
次多値信号を用いることなく、省エネルギーで伝送させる試み
も見られた。送受信機や光増幅器の小型化・集積化技術など
と併せて、今後も省電力化への応用は注目されるであろう。空
間分割多重技術は、伝送容量におけるスケーラビリティは示さ
れつつあるが、SMF伝送に比べて伝送距離が短い報告が多
く、今後は、伝送距離の延伸についての検討が進むものと思わ
れる。

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

速大容量かつ低遅延で収容可能な光ネットワークが必須であ
り、それらを構成するフォトニックノードにおいては、高い柔軟
性が求められる。そのためには、エラスティック光ネットワーク
の考え方やSDNによる制御技術を活用し、ハードウェア構成を
大きく変えることなく、伝送容量や経路などを柔軟に変更可能
なノードアーキテクチャの検討が重要である。ハードウェアへ
の投資効率改善に向けたノードアーキテクチャのオープン化の
潮流に伴って、信頼性向上のための伝送路上で変動する非線
形雑音量等の物理量モニタリングの検討が進みつつある。ま
た、新たな方向性として、空間分割多重伝送に向けて、マルチコ
アファイバやヒューモードファイバなどの新たな伝送媒体との
接続を考慮したノード技術の検討も開始されている。特に空間
分割多重によってチャネル数が増える傾向にあるため、小型
化・集積化スイッチの研究に進展がみられており、空間分割多
重向けのノードアーキテクチャの検討とともにその進展が期待
される。標準化では、昨年度メジャー改版のあったG.709/
Y.1331（OTNインタフェース）勧告第5.0版において、改訂や訂
正の議論が進み、5.2版が発行された。また、新たに次世代移
動通信（IMT2020/5G）向けの 光伝送網構成の議論が開始さ
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れており、その動向が注目される。

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

Function Virtualization）、データセンタネットワークに関する
関心が引き続き高く、AIの活用やアプリケーションとネットワー
クの連携に注目が集まっている。SDN技術においては、エッジ
コンピューティングによるビデオ解析アプリケーションなどの具
体的なユースケースで、帯域削減効果等のアプリケーションと
ネットワークの連携の有効性が実証されている。AIの活用にお
いては、物理層の信号光特性の推定や、複雑なシステムパラ
メータの最適化、ネットワーク障害の検出まで、多岐のレイヤに
わたって幅広い報告がなされているが、実証実験の中には、従
来の技術で解決可能な課題もあり、大きな計算リソースを必要
とするAI技術をどこに適用するかは、引き続き検討が重要であ
ろう。

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

加えて、移動体通信の基地局を効率的に収容するためのモバイ
ルフロントホール（MFH）/バックホール（MBH）の検討が引き
続き進められている。5Gやそれに続くBeyond 5Gでは、更なる
大容量化や低遅延性が求められており、光アクセス技術の研
究開発は益々重要になっている。IEEEでは、100G-EPON標
準化の議論が開始され、ITU-T/FSANにおいてもNG-PONx
として大容量化規格の議論が始まっている。また、ロスバジェッ
トの拡大や高度化を指向して、既に実用化されている基幹伝送
向けのデジタルコヒーレント技術をアクセスネットワークに適用
しようとする試みもみられた。今後も、移動体通信分野と連携
した国際標準化や、次世代大容量光アクセスシステムの標準化
動向が注目されよう。

また、データコム分野では、400 Gb/s Ethernet規格（IEEE 
802.3 bs）の標準化が完了し、光変調方式に初めて多値変調
（PAM4：4-level Pulse Amplitude Modulation）が採択され
た。また、Ethernet標準化においては、高速化の方向性以外に
もユーザニーズへの対応から25 GbEや50 GbEなどサーバ間や
バックプレーン向けのシングルレーン伝送規格の議論が進ん
だ。光インターコネクト分野では、従来のプリント基板やメタル
ケーブル上の電気伝送では、高速化・高密度化の限界が近づい
ていることから、光伝送への移行が検討されている。特に
50 Gb/s以上の光モジュールの研究開発が活発化しており、従
来のQSFP等のフォームファクタを更に小型化・多チャンネル化
する提案がなされている。今後も低損失・低電力信号伝送技術
としての光インターコネクトの活発な研究開発が期待される。

3.5　光ファイバ
空間多重伝送用光ファイバの空間多重密度向上の報告が目

立ち、またマルチコアファイバ用のコネクタ等の周辺技術に関
する報告も見られた。新たな動きとしては、実用化へのステップ
として、従来のSMFと同じクラッド径の４コアMCFのベンダ間
相互接続実験が行われた。100多重を超えるような高密度空間

多重ファイバの動向とともに、実用化の流れも注視されたい。ま
た、単一コアシングルモードファイバの研究開発も着実に進め
られており、最低伝送損失の記録も0.1419 dB/kmに更新され
た。

4.　情報処理フォトニクス
本年度の技術動向調査では、昨年度までの光メモリ、光イン

ターコネクション、光演算の３つの技術分野に関するシーズ指
向の調査に加えて、ニーズ指向または応用分野から必要な技術
開発を俯瞰的に調査するテーマとして、大規模データ処理に関
してデータセンタのための光技術、AI（人工知能）を加えた。
特に、近年注目されている量子コンピューティング技術はこれま
で10量子ビット程度であったものが50量子ビットへの展開が見
られるようになってきたため、大容量データ処理や組み合わせ
最適化問題などのNP困難問題に対する応用など産学官による
取り組みが期待されている。また、光センシングでは、土木イン
フラ応用への光技術の導入が期待されており、新しい光センサ
や技術開発が注目される。最後に取り上げた３D映像処理は、
センシング応用からディスプレイとしての可視化まで空間および
時間の光制御が必要となる。特に力学的扱いと同様になる光
線光学によるライトフィールド応用や波動的扱いによる干渉計
測、ホログラフィ技術は光学系・計算処理系の工夫が見られ、
実用化に近い研究分野となっている。

4.1　光メモリ
IoT時代には、従来見過ごされていた様々なデータの潜在的

価値が見出され、企業がデータを収集するインセンティブが著
しく高まっている。その結果、デジタルデータ量は、人がマニュ
アルでデータを入力していた時代とは比べ物にならないほど増
大し、2020年には44兆ギガバイト、2025年には2016年の10倍
に相当する163兆ギガバイトまで膨れ上がると予想されている。
これに伴い、収集したデータの中でも比較的アクセス頻度の低
い、コールドデータと呼ばれるデジタルデータが増加している
が、コールドデータの保存では、コストに加えて、大容量、長期
保管、低消費電力等も併せて要求されるため、光ディスクの特
長が着目されており、新たな市場として期待されている。

また、将来の大容量、高速データ転送速度を実現するための
光メモリとして、ホログラムメモリの研究開発が進められている
が、近年ディスク当たり2 TBを実現できる技術が開発され、プ
ロトタイプドライブが開発されるなど進展がみられる。一方で
基礎研究としては、さらに記録密度やデータ転送速度を向上す
るために、信号対ノイズ比（SNR）を改善する技術や、新たな記
録、再生方法に関する研究が行われており、今後の進展が期待
される。

4.2　光インターコネクション
光インターコネクションは、昨今のクラウドコンピューティン

グの浸透によるデータセンタのハイパースケール化により急速
な普及期を迎えている。大容量の信号を伝送するための主な
手段として、信号自体の速度を早める高速化、信号線１芯に複
数の光信号を伝送させる多重化、信号線の芯数を増やす並列
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化、信号の符号の閾値を増やす多値化等が挙げられるが、適
用される場所や適用される技術によって制限条件が異なるた
め、どの手段が取られるかはさまざまである。

IoTが当たり前になり、次はそれらから収集されるデータをも
とにAIが処理を行うようになると、さらに通信量が増大するこ
とが想定される。データセンタの発展とともに200G、400Gの開
発が早急に進み、これからも光インターコネクション技術は急
速に進化し続ける。

大規模データセンタのネットワークでは、光リンクで多段に接
続されるスイッチLSIを介して信号が転送されるが、近づきつ
つあるムーアの法則の限界や、スイッチLSIを通過するたびに
必要となる光・電・光変換の介在により、スイッチLSIは、いず
れバンド幅や電力のボトルネックに直面すると予想される。こ
のようなボトルネックを克服すべく、信号を光のまま通過させる
ことができる光スイッチをデータセンタ内ネットワークに活用す
るための検討が活発化している。これを実現する光スイッチデ
バイス技術としては、光回路を高密度集積し得るシリコンフォト
ニクスが近年注目されている。当初は高密度集積化を端的に示
せる多ポート化の実証が多かったが、実用化に向けて必要な
低損失化、偏光無依存化、低クロストーク化、低損失で光結合
させる光ファイバ実装、多数の電気配線を接続する電気実装等
の実証報告が増えてきており、今後はこれらの特性を同時に実
現して実用化に近づいていくことが期待される。

4.3　光演算
光演算の分野では、光技術と画像ベースの計算技術を高度

に融合させたコンピュテーショナルイメージングの研究が活発
に行なわれている。コンピュテーショナルイメージングは、光学
技術と計算機を融合させることで高度、高機能な像再生イメー
ジングを行う手法である。従来の光技術では高解像度、高倍
率など光学系によるイメージング性能の向上を目指す技術開
発が行なわれていたが、コンピュテーショナルイメージングで
は、計算機での画像処理が容易な画像取得方法を考慮して光
学系を設計することができるため、レンズやイメージセンサを用
いないコンパクトな系や安価な系で高解像度化や、イメージセ
ンサの感度外の波長領域でのイメージング技術の創出など新
しい応用を生み出している。

また、光相関ハードウェアの構築・安定化の進展によって、
光相関に基づく高速データ解析が再注目され、深層学習との
組み合わせによる曖昧照合、DNAシーケンスアライメント、顔
認識、電子透かし・暗号化技術等への応用についても新たな
進展が見られる。

4.4　データセンタのための光技術
増大するデジタルデータを長期保存（アーカイブ）するニーズ

が高まっているが、データセンタを運用する事業者にとって、
データの長期保存は大きなコスト負担を強いられるため、スト
レージの低コスト化（初期導入および運用コスト）は重要であ
る。こうした要望に応えるストレージメディアとして、マイグレー
ションなしに50年以上のデータ保存が可能、世界中のあらゆる
都市で空調設備なしでのデータ保存が可能、データ記録層を

保護膜で覆うことにより海水、太陽嵐等に対する高い環境耐久
性を持たせることが可能、等の低運用費用、低環境負荷、高耐
久性といった特長を持つ光ディスクは有望であり、ソニーとパナ
ソニックはArchival Disc（AD）の開発を進めている。両社は
AD開発のロードマップを、ディスク１枚あたりの記憶容量が
300 GBのシステムを第１世代として市場導入、その後両社が保
有する技術をベースに、１ディスクあたりの記憶容量を第２世代
で500 GB、第３世代では1 TBに拡大する、としている。

データセンタでは、超大容量で高い処理能力を持つハイパー
スケールなデータセンタが注目を集めており、今でも世界中で
建設が続いている。データセンタ内で使用される光モジュール
はアクティブ・オプティカル・ケーブル（AOC）が多用されおり、
市場動向をみると数年前から急速に40 GbEから100 GbEへ切
り替わってきている。ほとんどのメーカで100 GbEの光モジュー
ルが出そろっており、200 GbE、400 GbEへと開発の軸がシフ
トしている。そして、データセンタの巨大化と通信速度の高速化
に伴い、マルチモードファイバを適用した光モジュールでカバー
できる伝送距離以上の配線長となることが増えてきており、伝
送距離の長いシングルモードファイバを適用した光モジュール
の数量が徐々に多くなってきている。

4.5　AI（人工知能）
量子コンピューティング（計算）は、量子力学の重ね合わせの

原理を用いて超並列計算を行うもので、従来のデジタル計算で
用いるビットの代わりに量子ビットを用い、これを量子ゲートで
操作して情報処理を行う。量子ビットは「０」と「１」の重ね合わ
せ状態をとるため、n個の量子ビットに対して重ね合わせ状態
の数は２n個とnに対して指数関数的に増加する。この２n個の
重ね合わせ状態による超並列情報処理を実現することにより、
従来の計算機では長い時間がかかる問題を高速に解くことが
可能になると期待されている。しかしこのような超並列計算を
実現するには、多数の量子ビットの間の量子もつれ状態の実現
と、この量子状態が環境の影響を受けずに長時間コヒーレンス
を実現することが重要となる。量子コンピュータの研究開発は
今まで大学や研究所における基礎研究が中心だったが、ここ
数年の間に民間企業の参入による実用化に向けた本格的な研
究開発にシフトしている。最近ではIBM、Google、Microsoft、
Intelなどの情報・半導体企業もデバイスやシステムの開発を始
めている。今後は、量子ビットの開発などのハード面だけでな
く、量子コンピュータを利用するためのプログラムの開発やクラ
ウドサービスによる量子計算の応用分野の拡大などのソフト面
での開発が大きく進展していくものと考えられる。

4.6　光センシング技術
ヘルスケア用途の光センシング技術では、半導体レーザ技術

と光ディスクの読み取り技術を応用した小型レーザドップラー
血流計の開発、光ディスクをベースに様々な疾患のバイオマー
カとなるエクソソームを計測するExoCounterの開発、タイムス
トレッチ顕微鏡と光ディスクを組み合わせて、光ディスクの高
速回転中にがん由来の細胞の画像を得ることに成功、等の成
果が報告されている。
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光記録は広く浸透するほどに普及が進んだこともあり、光
ディスクメーカのみならず、種々の分野の研究者にとって、光
ディスクが応用研究の良い取っ掛かりとなっている印象があ
る。特にヘルスケアの分野でその威力を発揮しており、今後も
引き続き積極的な取り組みが成されることにより、フローサイト
メータや血流計にとどまらず、様々な新製品および新サービス
の導入に繋がっていくことが強く期待される。

また、光センサの新しい応用分野として、土木インフラへの
応用展開が考えられている。高速道路や橋梁等のインフラ構
造物の形状・ひびのモニタリングには、レーザ干渉、ホログラ
フィ干渉、ヘテロダイン法、動きの観測には、スペックル干渉、
レーザドップラー計測、材料分析には、近赤外分光、ラマン分
光、光音響法など、従来技術の応用で対応可能だが、試料まで
の距離が数メートル〜数百メートルある土木レンジになると格
段に難しくなることも多い。しかしながら、光学技術の進展は
目覚ましく、カスケードレーザ、テラヘルツ技術、小型X線源、
卓上加速器などの最新技術を利用すれば「インフラ」にも立ち
向かえるはずであり、今後研究が盛り上がっていくことが期待
される。

4.7　３D映像処理
ライトフィールドは３次元空間を伝搬する光を、単純化して光

線として考え、その位置と方向で記述するもので、３次元空間
における光の取り扱いを簡単化する方法とも言える。歴史的に
ライトフィールドの原点とも言える技術として、立体写真技術で
あるインテグラルフォトグラフィがある。これに電子デバイスを
応用するなどして動画再生を可能とした方式を総称してインテ
グラル方式と呼ぶ。インテグラル方式は空間像再生型として位
置づけられる立体映像方式であり、被写体が発する光を光線
として取り扱って再現でき、観察者の目の位置に応じた自然な
立体映像を再生することができる。技術的課題としては、撮像
系および表示系ともに、視野（視域）の拡大と高解像度化が挙
げられる。単一の撮像素子／表示素子を用いる方法や複数の
撮像素子／表示素子を用いる方法などさまざまな方法が提案
されているが、複数の性能指標に関するトレードオフ、小型化、
コストなどで課題があり、引き続き技術革新が求められる。

5.　光加工・計測
今年度の光加工・計測分野では、加工用光源技術として「中

赤外ファイバレーザ」、「ファイバレーザからの出力光の制御」、
「青色レーザダイオード（LD）」を、加工技術として「アディティ
ブマニュファクチャリング（AM：３Dプリンタ）」、「樹脂溶
着」、「レンズ染色」、「レーザ誘起衝撃波」を、計測技術として
「透明材料の屈折率分布計測」、「超解像顕微鏡」、「風計測
ライダー」を取り上げ、調査を実施した。

5.1　加工用光源技術
Er添加フッ化物ガラスファイバレーザは、一般的な石英ガラ

スファイバでは困難な2.8〜3.9 µmの波長帯での発振が可能で
ある。CWレーザの高出力化、長寿命化、発振波長の安定化と
いった課題に対して、それぞれフッ化物ガラスファイバ用励起

光結合器が開発される、ファイバ端にエンドキャップを融着接
続して大気中の水蒸気との反応を防ぐ、ファイバ・ブラッグ・グ
レーティングを書き込むといった取り組みがなされている。パル
スレーザは音響光学Qスイッチにより900 Wの高ピーク出力が
達成されるなど、基礎技術の研究が進んでいる。今後、短パル
スかつ高パルスエネルギーを発生させる技術の開発が望まれ
る。

ファイバレーザ光の強度分布変換による高品位加工が近年
報告されている。屈折率の異なる層からなるプロセスファイバ
を用いて強度分布を制御すれば良好な溶接が可能とする報告
がある。板厚に応じて強度分布を変えることで切断品位を改
善する取り組みも進んでいる。

青色LDは、代表的な金属の光吸収率が青色以下の短波長
領域で高く、加工用の低消費電力光源として期待されている。
LD素子の光を多重合成した出力100 WのLDモジュールが開発
され、銅箔の重ね溶接に用いると、デブリや周辺への熱影響
が少ないことが分かった。純銅を造形できる３Dプリンタも開
発された。

5.2　加工技術
AMの潮流には装置のダウンサイジング、材料の多様化があ

る。過去の廉価版の材料押出装置でAMは広く認知されたが、
近年は光硬化樹脂や装置の低価格化で、試作品は高精度な液
槽光重合装置や材料噴射装置にシフトしている。最終製品は
材料の多様化が進む粉末床溶融結合装置と一部の材料押出
装置に注目が集まっている。

樹脂溶着は、内容物を判別できる透明プラスチック容器を作
製する技術として開発が進められている。光源に、プラスチック
に適度に吸収される波長2 µmのレーザを用いた樹脂溶着用
レーザ機が開発されている。

プラスチックレンズのレーザ染色は、眼鏡用レンズを染色液
に浸漬させる従来の染色法の代替技術として開発されている。
手順は、真空中で染料を昇華させてレンズ表面に染料の層を
形成し、その後レーザ照射でレンズ表面を瞬時に加熱し染料
を浸透させ定着する。熟練作業者でなくても均一に染色でき
る利点があり、染色作業の自動化が可能になると期待されてい
る。

レーザ誘起衝撃波は、成形技術、せん断、圧着技術として注
目されている。集光した超短パルスレーザを薄板表面に走査さ
せると、従来の熱応力を利用したレーザフォーミングと異なり照
射面を凸として薄板が変形することが見いだされ、超短パルス
レーザピーンフォーミングの呼称で研究されている。mmオーダ
の微細な薄板の加工も可能である。今後は特性を活かせる用
途の開発が課題である。

5.3　計測技術
透明材料の屈折率分布計測が、樹脂製光学部品の製造条

件最適化や性能評価のために開発されている。測定対象に
レーザを照射し、透過光を分割測定し、つなぎ合わせる。測定
対象は同じ屈折率を持つマッチング液に浸け、透過光の波面
が形状で乱れるのを防ぐ。以上の方法で大面積の部品の屈折
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率分布が測定される。
光学顕微鏡は、回折で決まる限界を超える分解能は不可能

とされてきたが、2000年代後半に数十nmの構造が観察可能
な超解像光学顕微鏡が実用化された。方式には、縞状の照明
光を照射してモアレパターンを形成して超解像成分を取り出
す、蛍光色素の誘導放出による消光と特殊なパターンの照明光
学系を組み合わせて小さな光のスポットを作り試料を走査する
などがあり、今後様 な々分野で活用されると期待される。

風計測ライダーは、大気中にレーザ光を照射し、エアロゾル
による散乱を検知することで風向、風速を観測する。要求され
る性能は大きく２系統に分けられる。一つは近距離を高い分解
能で観測するもので、光の経路が全て光ファイバで構成され、
耐環境性に優れた風計測ライダーが実現されている。もう一つ
は遠距離（〜10 km）を広範囲に観測するもので、上空にて風
計測距離14 kmを実証した例もある。

6.　光エネルギー
光エネルギーでは、国内外の各種太陽電池の技術開発、標

準化および蓄積分野の技術動向調査を行っている。
2016年度の太陽光発電システムの導入量は76.6 GWに達

し、全世界の積算導入量は306.5 GWとなった。2013〜2014年
度の導入量は横ばい傾向を示したが、2015年度以降は再び導
入量が急激に増加している。以下に、2016年度の傾向を簡単
にまとめる。

導入量が伸びている国：
•   中国の導入量は、34.5 GWであった。全世界の導入量の

約半分が中国で導入されており、世界第１位のマーケッ
トとなっている。

•   世界第２位のマーケットは米国となり、その導入量は
14.8 GWに達した。前年度の導入量7.5 GWと比較して約
２倍の伸びを示した。

•   インドの導入量は増加傾向にあり、2 GWから2016年度
は4.5 GWへと伸びた。

導入量が減少している国：
•   日本の導入量は8.6 GWと前年と比べて減少したもの

の、世界第３位のマーケットを維持している。
•   ヨーロッパの導入量は6.7 GWであり、前年の8.6 GWと

比較して減少傾向を示している。但し、世界第４位およ
び第５位のマーケットは、それぞれ英国とドイツとなって
いる。

このように人口も多く、今後の電力需要の伸びが予測される
中国、インド、米国における太陽電池の導入量の伸びが著し
く、欧州および日本での導入量は横ばい傾向を示している。た
だし、技術開発の観点から見ると、結晶Si太陽電池およびCu
（InGa）Se2薄膜太陽電池の世界最高効率26.7%と22.9%は、
それぞれ日本のカネカとソーラーフロンティアが有している
（2018年１月現在）とともに、2017年11月の国際会議PVSEC
にて発表されたSi太陽電池モジュールの世界最高効率24.5%も
カネカが達成している。このように、日本は高い技術を有してお
り、世界における再生可能エネルギーの需要は伸びているにも
関わらず、導入量を含め、生産量において世界をリードできて

いない状況にある。

6.1　結晶系シリコン太陽電池
新エネルギー・産業技術総合開発機構は、2030年の太陽電

池による発電コストの目標値としていた７円/kWhを、５年間前
倒しして2025年の目標に改定した。IEAなど世界の各機関か
ら示されているロードマップも、同等以上のコストトレンドであ
り、もはや結晶シリコン太陽電池は他の伝統的な発電方式と
比較してコスト面で見劣りしない。まさしく次世代の主力発電と
しての地位を確立したと言える。一方我が国では、FITによる
急激な導入に伴う副作用が残存し、系統能力の限界などの問
題も絡んで、現在の状況は次の発展に向けた一種の踊り場に
あると言える。さらなる導入の加速にはZEB（ゼブ：ゼロ・エネ
ルギー・ビル）やエネルギーインタネット等の新しい概念の推進
と系統の近代化が欠かせない。また、車載等の新しいアプリ
ケーションの開発も不可欠である。車載の一例としてトヨタに
よれば、Solar EV で一日32 km の走行が可能であり、64％の
CO2放出削減が期待できる。将来的には、燃料不要、充電不要
のSolar EV が実現すると期待される。ただし、この実現のた
めには車１台に3 m2の太陽電池向けの面積を確保する必要が
あり、デザイン性を考慮すると屋根以外には透明やカラーセル
の利用が望ましい。さらに平均変換効率は30%以上が必要で
あり、その結果実現できる走行距離は日本における１日の平均
走行距離を上回るものの、世界展開にはさらに検討を要する。
超高効率太陽電池のアプリケーションとして大きな魅力を有す
るものの、フレキシブルで高性能な太陽電池の実現と、急速充
電や燃料電池車との競合の上での経済性の確保が実現の鍵と
なろう。

6.2　化合物薄膜太陽電池
2017年（平成29年）における小面積単セルでのCIS系薄膜太

陽電池技術の研究開発において特筆すべき点は、“高効率化競
争”が継続している点である。2016年に22％を超えたセル効率
は、今年度、ソーラーフロンティアが、CdSバッファ層を薄膜化
したデバイス構造で、22.9％を達成した。光吸収層製膜後のア
ルカリ金属処理による効果は、今後更に検討が進むと思われ
るが、K処理と今回のCs処理では効果が異なると予想できる。
一方、今年度Sharc25プロジェクトからの進捗報告はなく、
CIGS光吸収層を同時蒸着法の三段階法で作製するグループ
における小面積単セルでの最高効率は、22.6％のままである。
小面積単セルでの23％の壁突破が見えたことで、「25％」が次
のマイルストーンとして現実味を増して来ており、2018年はいく
つかの研究グループが「23％達成」を報告する節目の年となる
ことが期待される。

6.3　ペロブスカイト太陽電池
光吸収層材料であるAPbX3型のペロブスカイトとしては、A

サイトおよびハライド（X）の混合型が主流となりつつあり、こ
れにより多くのグループで20%を超える光電変換効率が報告さ
れるようになってきた。韓国のKRICTのグループから、22.1%
の光電変換効率を示すペロブスカイト太陽電池セルに関する
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論文が公表され、また、Seokらは、BaSnO3を透明電子輸送層
として用いたペロブスカイト太陽電池（MAPbI3）を作製し、こ
れが21.2%の光電変換効率を示すことを報告した。ドイツのY. 
Houらのグループは、MoO3に代わる溶液法で作製可能なp型
半導体層と金属電極との界面の中間層材料として、Taをドープ
したWOxを開発し、LiTFSIやTBP（t-butylpyridine）などの
添加剤を用いずに、高いペロブスカイト太陽電池特性を実現で
きることを示した。また、トロント大学のE. H. Sargentらは、Cl
でTiO2の表面を修飾したコロイダルナノクリスタル材料を開発
した。EPFLのM. I. Darらは、CuSCNのジエチルスルフィド溶
液の塗布により、β-CuSCNの薄膜層を形成できることを見出
し、これをp型半導体層に用いたペロブスカイト太陽電池が
20%の光電変換効率を示した。国内では東大の瀬川教授らの
グループが、J-V特性でのヒステリシスが小さく20%を超える光
電変換効率を示す太陽電池セルが作製できることを報告して
いる。このようにペロブスカイト太陽電池は、世界中が研究開
発にしのぎを削っており、今後も動向に目が離せない状況と
なっている。

6.4　色素増感太陽電池
色素増感太陽電池は、光電変換効率の最高値の更新がな

かったものの、台湾のグループを中心に、新たな増感色素材料
の開発や対電極基板材料の開発と、それらを用いた色素増感
太陽電池の開発研究が続けられている。光電変換特性は、従
来の1 Sun条件下だけでなく、屋内用途への展開を指向して、
低照度条件下での特性も多く報告されている。

6.5　有機薄膜太陽電池
有機薄膜太陽電池（OPV）の研究開発は企業によって牽引

されてきた。近年、高効率化のみの研究開発から、モジュール
やプロセスの開発へシフトが見られる。実用化を見据えて非ハ
ロゲン溶媒を利用した高効率なセルも報告されるようになって
きた。大学等では高効率化のためのメカニズム、劣化機構の解
析などへ軸足が移ってきた。変換効率の理論限界の突破を目
指す、新機構の太陽電池への挑戦も見られる。しかし、国内外
で多くの研究者がペロブスカイト太陽電池の開発へ力を入れて
おり、一時より有機薄膜太陽電池の研究開発はやや下火となっ
てきていると言える。

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

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

シャープと宮崎大学のグループによるIMM三接合型太陽電
池サブモジュールでの31.2％の変換効率達成、長岡技術科学
大学と産業技術総合研究所のグループによる低倍集光レンズ
とGaAs//Si太陽電池を組み合わせたモジュールに関する報告

など、多くの取り組みが報告されている。

6.7　超高効率・第三世代太陽電池
近年、InAs/GaAs量子ドット等の化合物太陽電池の低コス

ト化の検討が始まっている。量子ドットの利点は、①量子サイ
ズ効果を応用して光吸収の波長範囲を太陽光スペクトルの紫
外光から近赤外光に整合させて広くチューニングできること、
②ホットキャリア効果、マルチエキシトン生成効果により高効率
化が期待できること、③量子ドットを周期的に配列させた超格
子構造を用いて、赤外光を吸収させるためのミニバンドを人工
的に作ることができること、④ペロブスカイト材料と組み合わ
せたハイブリッド太陽電池や、量子ドット増感型太陽電池と
いった低コストタイプの太陽電池に適用できること、などが挙
げられる。③と④に関する研究技術開発は、InAs自己形成量
子ドット、PbS、PbSe等のコロイド量子ドットを中心に実用化に
向けて近年特に盛んである。

6.8　国際標準と信頼性技術
太陽光発電の導入が引き続き世界的に進んでおり、2016年

の太陽電池導入量は世界で75 GW （累積300 GW以上）、日
本で8.6 GW（累積40 GW以上）、2017年も世界で同水準が推
定されている。ここ数年は中国が世界最大の太陽電池生産・設
置国である。太陽電池評価技術はこれらの性能や導入量、信
頼性を評価するための基礎として重要であり、太陽電池デバイ
スの変換効率向上や新材料・新構造の開発に伴って、新しい
評価技術や評価手装置が常に開発されている。それと共に世
界のどこでも公平な評価結果が得られるための標準化が進め
られている。

今年度のIECでは、太陽電池のセル・モジュール（集光型を
除く）に関するWG 2会議が、以下のとおり開催された。

① 　第76回IEC/TC 82/WG 2会議、2017.5.16-5.20、奈良、
日本　参加者108名

② 　第77回IEC/TC 82/WG 2会議、2017.10.2 -10.6、
Neuchatel、スイス　参加者80名

太陽光発電（PV）に関する今年度の主な国際学会は、以下
の通りであった。

③ 　EUPVSEC2017. 9 . 25 - 9 . 29 Amsterdam, the 
Netherlands 参加者1,864名, 論文数 1,107件

④ 　44th IEEE PVSC 2017. 6.25 – 6.30 Washington D.C. 
USA 参加者 1,298名, 論文数 1,056件

⑤ 　PVSEC-27 2017.11.12-17 Otsu, Japan, 参加者 852名,
論文数 768件

性能、信頼性、システム等の評価に関する発表数は、昨年ま
でに引き続きこれらの会議の1/4〜1/5程度を占め、活発な議
論が行われた。

また新たな動きとして、2015年度から経済産業省新エネル
ギー等国際標準開発として「建築物一体 型太陽光発電
（BIPV）モジュールに関する国際標準化」に関する取り組み
が開始され、太陽光発電の専門家と建築の専門家の異業種融
合の場が創生され、この境界領域の相互理解を深める活動が
行われてきた。そこでは市場動向、技術動向の調査に始まり、
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規格化すべき項目、規格化における課題の抽出が行われた。
同事業では、2018年にBIPV固有の省エネ性能定量化または、
性能評価、長期信頼性評価、安全性評価に関わる新規格提案
を行うことを目標としている。

6.9　モジュール信頼性
近年の太陽光発電の爆発的普及により、太陽電池モジュー

ルの初期特性のみならず信頼性にも大きな関心が寄せられて
いる。しかし、太陽電池モジュールの劣化メカニズムや信頼性
向上技術は、モジュールの構造や使用される部材に依存すると
ころが大きく、モジュールの研究は電気工学もしくはシステム工
学的観点から語られてきたことが多いが、本来は材料科学とデ
バイス物理の知識なくしては、その真理を探究できないもので
あり、現状、劣化のメカニズムが解明されているとは言い難い
状況にある。関連研究者の本分野への積極的な参画が必要と
されている。

6.10　広域連系推進技術
近年、天候や時間によって出力が変動するPVや風力発電な

どの大量導入による電力システムの需給運用の困難化が顕在
化しつつある。PVや風力発電を持続的に導入するためには、そ
れらの電源の出力の変動性と不確定性に対応する、電力シス
テム全体の需給調整力の向上が大きな課題である。需給調整
力の安定確保の対策として連系線の活用が検討されており、こ
れにより、全国規模の広域での高度化された電力系統の運用
を可能とし、経済性、安定供給の向上も期待される。このよう
な需給調整力評価のための有用なツールとして、長期電力需給
解析・計画手法が開発され、これにより需要、PVと風力発電の
出力変動特性と、これに対する需要の能動化を含めた負荷平
準化や需給調整力評価が可能となった。現在、全国の電力需
給の詳細モデルの作成、将来の電力需給の特性分析、最適設
備計画策定の検討などが実施されている。

6.11　O&M（Operation & Maintenance）
固定価格買取制度（FIT）により多くの事業者が太陽光発電

ビジネスに参入したが、時間が経過するにつれ、運用上の問題
が顕在化するようになった。FITは再生可能エネルギーの導入
促進を目的として開始されたものだが、実際は投資目的で事業
の収支が最優先され、発電所の品質面で問題を抱えている事
業も少なくない。そういった発電所では、設備の故障や発電量
の低下、自然災害により設備が破損し近隣に被害を与えてしま
うといった問題も発生している。太陽光発電所を構築する時点
で設備が安全基準を満たしていることが「設備認定」の条件
であり、構築後の保守・運用はあまり重視されてこなかったこ
とが原因の一つとして考えられる。

こうしたことを踏まえ、2017年４月に施行された改正FIT法
では、適切なメンテナンスの実施、関係法令、条例の遵守等、
事業が適切に実施される見込みがあることを確認する「事業
計画認定」が取り入れられた。しかし、システム容量50 kW未
満の太陽光発電設備（一般電気工作物に区分）には殆どの管
理規定が適用されない。適正な運用がなされていない太陽光

発電所を放置すると火災・人身事故等の大きな問題に発展する
こともあることから、大きな社会的な問題となっている。この問
題への対応策として、ICTを活用した監視・計測システムの設
置や、保守・運用ノウハウを持つ大企業と地域密着した地元企
業が共同で保守・運用を行う仕組みづくりなどが急がれる。

6.12　台湾の動向
2017年の台湾太陽電池産業は、アメリカトランプ大統領のパ

リ協定離脱、通商法201条に基づく輸出制限への懸念や中国
産業の更なる競争の影響を受け、低迷し続けているものの、昨
年新政府の施策として発表された2025年までに国内の太陽光
発電を20 Gワット、2018年までに1.5 Gワット増設する「二年計
画」の他、2017年に新しく発足した家庭用屋上太陽電池の設
置補助等の施策にのり、国内市場に力を入れている。技術開発
の面では、各産業が保守的ながらも特定技術に重心を置き、
ウェーハ産業ではダイヤモンドワイヤウェーハ、セル産業では
PERCセルの効率向上および増産、モジュール産業では、ス
マートワイヤーモジュール、ハーフカットモジュール、Shingledモ
ジュール等新しいモジュール構造の開発で発電量を上げてい
る。

6.13　エネルギー蓄積
太陽光エネルギーを真のエネルギー源とするには、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はな
く、曇天、雨天および夜間でもユーザ・オン・デマンドで使える
ようなエネルギー源とすること、すなわち、太陽光エネルギーの
供給が受けられない場合でもエネルギー利用を可能にするた
めのエネルギー蓄積を併用することが必須である。このような
エネルギー蓄積の技術としては、Liイオン電池に代表される二
次電池によるものが最も一般的でよく知られているが、二次電
池は蓄積容量に応じて電池を増やさなければならず、コストも
エネルギー蓄積量に比例するという課題がある。そこで、これ
を解決するための手法として、①光エネルギーにより水を分解
し、水素に変換して蓄積する方法、②光エネルギーにより二酸
化炭素を還元し、最終的には炭化水素系の結合を作りエネル
ギー蓄積することを目指す方法、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などコストがエネルギー蓄積量
に直接比例しない方法が注目されている。太陽光エネルギーを
水素として蓄積する技術については、太陽電池と水電気分解
水素生成の併用や光電気化学的水素生成といった手法が比較
的高効率に水素生成が可能なため、活発な技術開発がみら
れ、2017年にはソーラーシミュレーター下の結果として光電気
化学反応を用いて、19.3%という光電気化学的手法としては最
高の光－水素変換効率が報告された。また、固体蓄熱や廃棄
材料を利用した蓄熱も試みられている。

7.　光ユーザインタフェース
本年度は、AIやIoTの観点も交えて、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と、それらを活用するアプリ
ケーションや応用分野の両面から技術動向を調査した。
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7.1　基盤技術
⑴ 　 ディスプレイデバイス

「高画質化」では、従来から続く大画面化、高精細化に加
え、広色域化、HDR（High Dynamic Range）など、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、ディスプレイのフレキシブル化を発展さ
せた、ストレッチャブル化による更なる形状自由化が研究さ
れており、その実現のための製造方法の革新が進んでいる。
また、低消費電力化に向けた反射型ディスプレイの取り組み
も見られる。

⑵ 　 VR/AR技術
VR/AR技術では、センシングとディスプレイデバイスの進

展をベースに、爆発的な流行となったPokemon GOなどのア
ミューズメント、店舗改装等のマーケティング活動、手術支援
などについて調査した。現在VR/AR基盤技術はBtoC、
BtoBの両シーンにおいて産業界でも発展普及の段階にさし
かかりつつあり、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が注目を集
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。なお、拡張現実では、映像と実体の重畳によ
る作業性の向上や、より効果的な情報提供が期待され、そ
の実現のための新たなディスプレイデバイス（マイクロLED）
の開発が注目されている。

⑶ 　 三次元映像システム
視覚疲労等の課題がある２眼式立体表示に対し、特別な

めがねを用いずに自然な立体表示ができる空間像再生型立
体表示（インテグラル方式とホログラフィ方式）が研究開発
されている。高品質化の課題は、いずれの方式も、空間光変
調（Spatial Light Modulator：SLM）デバイスの画素の狭
ピッチ・多画素化である。

⑷ 　 コンピュータビジョン（CV）
画像識別のための深層学習（Deep Learning）における

畳み込み手法を取り上げた。CV分野では畳み込みニューラ
ルネットワークが主に使用され、フィルタによる畳み込みを繰
り返し行うことで高精度な画像識別を実現している。

⑸ 　 イメージセンサと光センシング
４K、８Kのような高精細化によって、病理診断、内視鏡診

断・治療、公共構造物点検が高精度に行えること、距離情報
センシングは、車載用途以外に、物流ロボット、ドローン自動
運転等に使え、近赤外センシングが、夜間センシングや人体
透過性を用いた医療診断等に利用できることが示された。

また、光センシングへのAIの応用例として、太陽光発電所
の地物検出において、ランドサット８号の衛星画像を分割し
て教師データを作成し、これをCNN（Convolutional Neural 
Netwaok）で深層学習させ、学習済みのCNNを使って閾値
処理を行うことで、97%の適合率を得ている例が示された。

7.2　応用・アプリケーション
⑴ 　 高臨空間再現/コミュニケーション

近年話題となっているAI端末を使ったユーザインター

フェースについては、現在のところ、スマートフォンの音声認
識技術を利用して、タッチパネルやキーボードの操作なしに
情報を入手したり、家電を操作するレベルであるが、AIアシ
スタントとして今後の発展が期待される。

⑵ 　 医療・ヘルスケア応用
ウェアラブルコンピューティングのヘルスケア応用として、

光学式心拍センサ、加速度センサ、ジャイロスコープ、GPS、
環境光センサ、体温センサ、UVセンサ、静電容量センサ、皮
膚電気反応センサ、マイクなどを搭載し、日々の運動量など
を記録することが可能な腕時計型デバイスは、ここ数年で急
速に商品化され普及が進んでいる。

⑶ 　 自動運転
車の自動運転では、限定地域での無人移動サービス（LV

４）の実現時期が2020年に前倒しされ、日本のあちこちで実
証実験が始まっている。またMobility as a Service（MaaS）
と呼ばれる、交通手段をシームレスにつなぎ、最適化するモ
デルに対する期待が欧米を中心に高まった。また、カメラの
高解像度化、高感度化、レーザによる２Dから３Dのイメージ
スキャンなどのセンサの高性能化、GPUやFPGAの進歩によ
るデータ処理能力の向上、自動運転基本アルゴリズムや機
械学習による認識ロジック性能の向上などソフトウェア技術
の進歩によって、車の自動運転に必要な技術がほぼ完成し
つつある。今後は、車の知能化と人と車の協調に関する技術
開発に力が注がれるものと思われる。

⑷ 　 可視光通信
可視光通信は、未だ黎明期にある。LEDが一般に灯具と

して使用されるようになり、照明用のLEDは効率よく輝度を
上げられるよう進化したが、通信として重要なのは、ムラなく
高速で一定の明滅を保つことである。この点で、現在のLED
は通信用の観点からは製造されておらず、可視光通信メーカ
は、複数個のLED光源の明滅を一定に保つために、LEDの
メーカや素子を選別したり、回路上工夫を凝らしたりしてい
るのが現状である。

8.　特許動向調査
8.1　光産業技術に関する特許動向調査

光産業分野の特許動向調査については、光通信ネットワーク
産業、太陽光エネルギー産業、レーザ加工産業の３分野につい
て、過去10年間の特許出願動向の定点観測調査および分析を
行った。また、光技術のトピックステーマとして、2017年度は
「光変調器」、「ヘッドアップディスプレイ＆ヘッドマウントディ
スプレイ」、「LED照明」の３テーマを取り上げ、技術キーワー
ド別の調査を含めた詳細な特許動向分析を実施した。以下、
定点観測調査結果について、概説する。
⑴　光通信ネットワーク産業

本特許調査では、①基幹光伝送システム、②フォトニックノー
ド、③光ネットワーキング、④アクセスネットワーク、⑤光LAN/
インターコネクト、⑥光ファイバ技術の６つの観点から日米欧に
中国を加えた四極における特許公開公報の過去10年間（2008
年〜2017年）を調査対象とした。調査では周辺技術も網羅する
ことを意識した検索式を用い、特許文献を抽出した。
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四極全体の公開特許件数に関して、日本での公開件数は近
年減少傾向にあったが、2017年は2016年より若干増加してお
り、出願件数の下げ止まりも窺える結果であった。日本公開件
数の９割以上を占める日本国籍の出願人は、①研究開発や企
業活動のグローバル化が大きく進展し、国内のみならず国外で
の知財戦略の重要性が一層増していること、②知財戦略にお
ける量から質への転換に伴い、出願人による出願の厳選が進
んでいること、などから出願件数自体は減少していると考えら
れていたが、出願件数が下げ止まる傾向が見えていることか
ら、出願の厳選についても、ある程度落ち着いてきていると考
えられる。

企業別動向では、ファーウェイ（中国）が2017年公開件数で
米国・欧州・中国で首位に立っているのに加え、ZTE（中国）も
欧州・中国では２位になっており、これらの中国企業は、中国国
内のみならず米国や欧州でもその存在感を増している。

伝送容量増大技術に関しては、現在、「デジタルコヒーレント
伝送技術」の実用化が進んでいるが、特許出願件数も未だ増
加する傾向が続いており、継続的に研究開発が進められてい
ると考えられる。一方、「空間多重光伝送技術」は、近年出願
件数が停滞気味ではあるが、実用段階へ移ると出願件数が増
加傾向へ転じる可能性があるため、今後の動向に注目する必
要がある。
⑵　太陽光エネルギー産業

昨年度調査における日本公開特許に対する簡易分析で太陽
光発電システム関連の出願が増加しているとの知見が得られて
いたことから、2017年度は、昨年度に比べ調査対象の技術範囲
（検索式）を拡大して太陽光エネルギー関連全般を対象とし、
日米欧中の四極について調査を行った。

①日米欧中の全体比較
日本、米国、欧州における公開特許件数については、

2013年頃まで増加し、その後は減少傾向であるが、中国の
公開特許件数は一部の年を除き、急増傾向にある。中国で
は国内向けの出願補助制度が2009年に開始され、その影響
により件数が急増しているものと推測され、この傾向は
WIPO（World Intellectual Property Organization）の統
計にも表れている。

IPCの大分類（セクション）別の内訳については、太陽電
池およびモジュールを含むセクションH（半導体装置）が最も
多いというのは、日本、米国、欧州、中国で共通しており、セ
クションH以外については、日本および欧州でセクションC
（化学）、米国ではセクションG（物理学）が多く、中国は分
散傾向にある。
②日米欧中の出願人国籍別比較

日本公開特許および中国公開特許については、自国内か
らの出願が多数を占めているが、米国および欧州における
公開特許については、トップは自国出願人ながらも、他国か
ら出願される割合も比較的高い。
③日米欧中の出願人傾向

日本公開特許については、日本企業が累計数で上位を占
めており、累計首位のシャープからの出願件数急増や急減
が、日本全体の増減に直結している。

中国公開特許については、中国の大学が累計件数で上位
を占めているのが特徴的な傾向となっている。

また、欧州公開特許および中国公開特許において、太陽
熱利用関連の割合が日本および米国での公開特許に比べて
高いことが分かる。

なお、近年は太陽光発電システム関連の件数が増加傾向
にあり、2008年以降の太陽光発電システムの普及に伴ったも
のと推測され、昨年度の特許調査の結果とも符合しているこ
とが確認された。

⑶　レーザ加工産業
市場動向や話題性を考慮して、本年度から、「レーザ加工産

業」を新たに定点観測テーマに加えた。本特許調査では、レー
ザ加工分野およびレーザ光源について、日米欧中の四極に韓、
独を加えた六極における特許動向調査を行うとともに、日本に
おける現状と課題を検討した。

①六極全体の特許出願動向
レーザ加工およびレーザ光源の世界的な市場規模は、現

在、約2.5〜３兆円とも言われており、レーザ加工の出願公開
件数は、市場規模の増加に伴い順調に増加している一方で、
レーザ光源については、昨年に比べ若干減少した。

地域別の出願公開件数の推移をみると、中国における出
願件数が群を抜いて増加しており、ここ数年の出願件数全
体の伸びは、中国における出願件数の増加によるところが大
きい。また、ここ数年、米国における出願件数も順調に伸び
ており、日本での出願件数にかなり拮抗してきた。

日本における出願件数は2008年以降、年間1,000件前後
を維持しているが、2011年以降の中国、米国における出願件
数増加により、相対的に弱くなっている印象を受ける。
②六極全体のレーザ加工要素技術別出願動向

レーザ加工に関連する国際特許分類IPCを７つの項目に
グルーピングし、①加工位置合わせ、②モニタリング、③軸・
焦点合わせ、④光学系、ビーム整形、⑤加工ステージ、⑥雰
囲気制御・プロセス、⑦前後処理・治具について検索を行っ
た。

要素技術別出願公開件数の年度推移では、加工位置合わ
せを除いて、いずれの要素技術についても、おおむね増加傾
向にあり、いずれも中国および米国での出願件数の増加が
寄与している。最も伸び率の大きい前後処理・冶具の分野
は、中国がダントツの伸びを示しているが、逆に、加工位置
合わせでは、中国および米国ともに減少している。このよう
に、要素技術別にみても中国、米国がレーザ加工の分野で
全体の傾向を左右するようになっている。
③ 日本出願におけるレーザ加工タイプと加工材料別の出願

推移
レーザ加工タイプ（マーキング、トリミング、穴あけ、溶接

等）毎の出願公開件数の推移では、1990年代後半からスク
ライビングが順調に伸びているが、2010年以降、急激に伸
び、且つ絶対的な件数でも目立っているのが溶接である。そ
の内訳をみると、肉盛り溶接や特殊材の溶接に関する出願
が増加しており、特定のアプリケーションをターゲットにした
発明が多くなっている。



技術情報レポート
2017年度OITDA

28

光技術動向調査

レーザ加工材料別の出願公開件数の推移では、スクライ
ビングが伸び始めた1990年代後半から無機材料に関する出
願が伸びていた。直近は、大きく増減しているが、高い件数
を維持している。一方、金属材料に関する出願は、2014年の
400件をピークに2017年は200件弱と半減している。
④日本における肉盛溶接に関する出願状況

国内の溶接分野の出願公開件数を溶接タイプ毎に年度推
移をみると、特に、2013年から2014年にかけて、肉盛溶接と
シーム溶接が急激な伸びを示している。肉盛溶接は、近年
注目されている３Dプリンタなどで金属の立体構造を造形す
る、あるいは構造物に金属を付加するような付加製造技術
であり、2013年当時、米国のオバマ大統領が一般教書演説
の中で、３Dプリンタに言及したことが日本の産業界にも大き
く影響して、日本での肉盛溶接やシーム溶接の公開特許件
数の急増につながっている。オバマ演説以降、日本に限ら
ず、各国において製造技術を強化する施策が数多く公表さ
れた。
⑤まとめ

肉盛溶接の特許調査にみるように、国内出願状況は、海
外主要国の政策により、多大な影響を受けるため、米国をは
じめとする主要国の施策、世界の動向に関しては、さらに敏
感になる必要がある。

近年、各国が製造業分野において新たな取り組みを進め
ているが、その中でもレーザ加工は、今後の柱のひとつとな
る技術であり、産業である。知財マネージメントや知財戦略
という観点でも、日本が遅れをとることがないよう、充分注
意する必要がある。

8.2　特許庁との懇談会（2017年12月８日）
特許庁特許審査第一部から岡田吉美 光デバイス 審査監理

官はじめ７名の方々にご出席いただき、特許庁との懇談会を実
施した。

特許動向調査委員会からは、児玉委員長はじめ10名が出席
し、「光技術産業の特許出願動向と特許庁への要望」と題し
て、児玉委員長より、特許動向調査委員会の活動紹介および
調査概要を報告するとともに、今年度の特許庁への質問・要望
事項に関して説明を行なった。

また、特許庁岡田審査監理官より「特許行政の最近の動
向」、加々美技術担当室長より「光デバイスの現状」に関する
紹介、さらに特許庁で調査を行った「太陽電池素子に関する特
許出願動向」の結果説明があり、特許動向調査委員会から提
出した質問・要望事項に対する特許庁側の回答など含め、熱
心な意見交換が行なわれた。

8.3　特許フォーラム（2018年３月２日）
当協会主催による「平成29年度 特許フォーラム」を、学士会

館（東京都千代田区）で開催した。当日は、賛助会員、一般参
加者など、合計約100名の方々にご出席いただき、産業界にお
ける知財・特許への関心の高さ、今後の企業戦略における重要
性を再認識する結果となった。

今年度の定点観測テーマ（複数年に渡り継続調査実施）報
告として、「光通信ネットワーク産業」、「太陽光エネルギー産
業」、「レーザ加工産業」の３件について調査報告が行われ、
続いて、技術トピックステーマとして「光変調器」、「ヘッドアッ
プディスプレイ＆ヘッドマウントディスプレイ」、「LED照明」の
３件に関する調査報告が行われた。調査は、原則、日米欧中の
四極において公開された過去10年間の特許情報を対象とし、
テーマ毎に各極における特許出願件数、出願人国別や出願人
所属組織（会社）などの分析、今後の各国・地域における市場
動向やビジネスヒントなどが報告され、特に、中国勢の動向に
は興味ある内容を垣間見ることができた。

また、今年度の特別講演には、東京大学 政策ビジョン研究
センター客員研究員 二又俊文氏をお招きし、「IoT時代への新
しい知財・標準化戦略 〜 欧米企業の最新動向から戦略を検
討する 〜」というテーマでご講演いただいた。世界的な大企業
であるシーメンス、GE、ノキアの衰退と復活・再生を例に挙げ、
「企業はLandscapeの変化を正確に捉え、リーダシップを伴っ
た継続的な対策研究を徹底すること」、「知財マネージメント
は、従来の製品直結型からサービス提供型に変えて行くこと」
などが、分かり易く紹介された。

質疑応答において、質問者が「非常に興味ある講演であっ
た」との謝辞を述べてから質問に入るなど、講演が好評だった
ことが窺え、フォーラム自体も盛況のうちに終了した。
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