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 [要 約]  

本調査研究は、情報通信用表示装置としてのユビキタス・レーザディスプレイに関する

もので、レーザディスプレイ技術の現状および課題を明らかにし、応用を含めた今後の展

望を考察することにより、当該分野の進歩発展に寄与することを目的としている。調査と

しては装置の核となる技術である半導体レーザを中心とした光源、光学系および走査器を

扱い、また画質向上のための色再現性およびスペックルノイズについても言及している。 

さらに、いつでも・どこでもというユビキタス機器を実現するための超小型で超低消費電

力化が可能なレーザ装置の応用としてプロジェクタ、網膜走査装置、ヘッドアップディス
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プレイ等への展開だけでなく、応用時に障害となる目の安全性に関して調査、記述してい

る。調査委員は大学や公的研究機関、企業における第 1 線の研究者・有識者で構成し、各々

が専門とする技術、分野について個別に調査・執筆を行った。調査結果は第 1 章から第８

章まで各項目に分類し以下章別に記載している。 

 

序 章 

 本章では、先ずはじめに本調査委員会の黒田和男委員長により、本調査研究の意義、目

的、技術課題、市場動向などが述べられ、調査概要として、委員会の開催状況と本報告書

の概要が記載されている。 

 

第 1 章 技術総論 

本章では、ユビキタス・レーザディスプレイに関してこれまでの研究開発の歴史、その

基本構成について述べられている。またユビキタス用としてのレーザディスプレイの特

徴、課題および応用展開も含め概観されている。 

 

第 2 章 レーザ光源 

本章では、ユビキタス装置に必要な高効率かつ小型レーザとして飛躍的な進展がある半

導体レーザを取り上げている。これまで実用化された赤および青色半導体レーザに加えて、

ここにきてレーザ発振が得られるようになった緑色半導体レーザについても記述されてい

る。第 1 節「青・緑色半導体レーザ」では、赤、青、緑の３原色レーザ光源のうち青色お

よび緑色半導体レーザについて述べられている。この波長帯の材料として GaN 系材料が

適していることが示されており、その成長技術および作製された半導体レーザ特性につい

て詳しく記述されている。第 2 節「赤色半導体レーザ」では３原色のうち残った赤色につ

いて記述されている。赤色半導体レーザは DVD で確立した技術であるが、ディスプレイ

としては難易度が高い短波長（630nm 帯）化が必要である。そのための材料を含めた短波

長化技術および半導体レーザ構造、特性が詳細記述されている。 

 

 

2.1 青・緑色半導体レーザ 

青色および緑色半導体レーザの材料として、直接遷移型半導体である ZnSe 系Ⅱ-Ⅵ族半

導体と GaN 系Ⅲ-Ⅴ族半導体の 2 つが候補に挙げられる。これらのうち ZnSe 系半導体に

おいては、1993 年にソニーの研究グループが、波長 520 nm の緑色半導体レーザの室温連
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続発振に成功したが、素子寿命が数時間程度と非常に短いものであった。GaN 系半導体に

おいては、1995 年に初めて電流注入によるレーザ発振（波長：410 nm）が達成されて以

来、デバイスとしての性能は飛躍的に向上し、現在では Blu-ray ディスクに代表される大

容量光ディスクに広く普及している。また、GaN 系半導体は、近年、その発振波長帯域は

青色域から緑色域へより長波長域に拡大しつつあり、レーザディスプレイ用光源として注

目されている。 

 

2.2 赤色半導体レーザ 

人の眼が認識する動画もしくは静止画を表示するレーザディスプレイ用途においては、

レーザの発振波長が非常に大きな意味合いを持つ。即ち、適度な色調を持ち、ディスプレ

イの要求する彩色性を出来るだけ低い光出力で実現できる波長を選択することが必要とな

る。レーザディスプレイ用の赤色 LD に求められる光出力は、その発振波長に大きく依存

し、短波長であるほど低出力の LD でレーザディスプレイが実現できることがわかる。

660nm 帯 LD は CW 出力で百数十 mW 級の LD が既に市販されているが、実用的な明る

さの画像（10lm 以上）を得るためには数百 mW 以上の光出力が必要となり消費電力など

の観点からユビキタス・レーザディスプレイ用としては実用的ではない。よって、同用途

用として、短波長で発振する高出力赤色 LD（換言すれば高効率な高光束赤色 LD）が強く

求められている。また、モバイル機器用プロジェクタなどの応用分野では、高温動作が可

能な LD が求められている。 

 

第 3 章 光学系 

本章ではレーザディスプレイ装置で不可欠な光源から投射面までの伝達光学系について、

２方式（走査方式、次元画像素子を用いた方式）、それぞれ詳細説明がされている。第 1

節「レーザ走査超小型光学系」では、走査方式のレーザプロジェクタの動作原理および基

本光学系、またその基本となる MEMS（Micro Electro Mechanical System）について詳

しく記述されている。第 2 節「レーザ TV」では２次元画像デバイスを用いたプロジェク

ション光学系を用いた大画面投射光学系の構成およびその特徴について述べられている。

またレーザ TV 装置が実現する広い色再現性範囲とカラーマネージメント処理についても

記述されている。第 3 節「小型光学系、装置」ではレーザ光のラスタースキャン表示原理、

小型走査光学系構成および MEMS の制御方法について詳しく述べられている。 

3.1 レーザ走査式超小型プロジェクタの光学系 

光源の種類や画像表示手段によって、超小型プロジェクタにはいくつかの方式が存在す
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る。その中でもレーザー走査式は、他方式と比べて、超小型、低消費電力、フォーカスフ

リー、色鮮やかな画像という特徴を有している。コニカミノルタオプトは、レーザー走査

式超小型プロジェクタモジュールを開発しており、独自開発の圧電駆動の高速 2 次元走査

MEMS ミラーを用いることで、XGA の高解像映像を実現することが特徴である。本節で

は、究極のユビキタスレーザーディスプレイ技術として注目されている、レーザー走査式

プロジェクタを実際に設計する際に必要な光学系や MEMS ミラーに必要な仕様の考え方

がまとめられている。 

 

3.2 レーザーTV 

レーザーを用いた投射型のディスプレイは、レーザー光を走査して画像を表示するもの

等が古くから提案されていたが、近年、数 W 級の高出力を有する 3 原色(赤・緑・青)の可

視光小型レーザーが提案され、ディスプレイの技術発表や公開展示が頻繁に行われるよう

になった。三菱電機が 2006 年にレーザーを用いた民生用テレビの試作機を公開した他、

2007 年の「2007 International CES」(北米最大の家電展示会)でも、レーザー光源を使用

したマイクロディスプレイ方式リアプロジェクションテレビ試作機が展示された。携帯電

話サイズの超小型プロジェクタについても、レーザーと小型スキャナを組合せたビーム走

査型のものが多数提案されている。 

 

3.3 小型光学系・装置 

近年、各社から相次いで非常に小型のプロジェクターが発売されている。これは、容積

100cc 程度のモバイルタイプのプロジェクターであり、ピコプロジェクターと呼ばれてい

る。利用シーンとしては携帯機器（携帯電話や音楽チューナー）と接続させて仲間内でコ

ンテンツを共有したり、 モバイル PC と接続させて簡単なプレゼンテーションに使用す

るなど今までにないプロジェクター用途が想定されている。ピコプロジェクターには、

LED を光源として LCOS（Liquid Crystal on Silicon)や DMD(Digital Mirror Device)の

反射光を投影するタイプと、レーザー光を MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)光

スキャナーで走査・投影するタイプが実用化されている。そのうち後者は、コリメート光

を用いるため投影レンズが不要など、部品点数が少なく小型化に有利である。また、偏光

板が不要などの理由で光利用効率も高く（～70％）、低消費電力で高輝度の画面を得るこ

とが出来き、なおかつフォーカスフリーという特長を有している。 本節では、レーザー

スキャン方式のプロジェクターにおける光学系の構成と MEMS 光スキャナーとその制御

についての概要が紹介されている。 
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第 4 章 走査器    

本章では画像を形成するためのレーザ光の各種走査方法と走査装置について詳しく述べ

られている。 第 1 節「MEMS」では走査型ユビキタス・レーザディスプレイの基幹技術

である MEMS について述べられている。MEMS の構造、動作原理および走査時の課題と

対策について詳しく説明されている。第 2 節「固体スキャナ」では MEMS 以外の角度走

査が可能な方式として、ポリゴンミラー、ガルバノミラー、電気光学スキャナ等の各種デ

バイスについてその特徴、使用方法および課題について述べられている。 

 

4.1 MEMS    

 MEMS と微小光学の歴史は古く、1975 年には 50μｍ角のマイクロミラー・アレイを

用いたプロジェクション・ディスプレイが試作されている。また、1982 年発表のバルクマ

イクロマシニングに関するレビュー論文では、単結晶シリコン基板を異方性ウェットエッ

チングで加工して製作した小型ガルバノスキャナと、同じくシリコンマイクロマシニング

による静電駆動ミラー型のライトバルブを組み合わせたビットマップ・ディスプレイが報

告されている。最近では、MEMS 型の回折格子をライトバルブに用いた製品が発表されて

いる。また、MEMS 型の 1 次元スキャナ、あるいは、2 次元スキャナを用いたレーザ走査

ディスプレイが開発され、ヘッドマウント型のウェアラブルディスプレイや携帯型ディス

プレイとしての応用が注目されている。本節では、レーザディスプレイに応用されている

MEMS 技術について詳述されている。 

  

4.2 固体スキャナ 

レーザディスプレの方式のうち、レーザ光を走査する事によりスクリーン上に 2 次元映

像を得る方式では、前節の MEMS スキャナのようなレーザ光を走査する部品（光スキャ

ナ）が重要な構成要素のひとつとなる。これは、機械的あるいは固体の中で生じる物理的

な光学現象によって、光の進行方向を制御する光偏向部品のことである。本節では、MEMS

スキャナ以外の光走査部品について概説されている。 

 

第 5 章 画質向上 

本章ではレーザディスプレイの特徴である広い色再現性範囲を活かす方法および画質劣

化の要因となるスペックルノイズの発生原理および対策について述べられている。第 1 節

「色再現」では、ディスプレイにおける色域拡大の意義およびレーザディスプレイにより

可能となる広い色再現範囲とシステム面での課題について説明されている。第 2 節「スペ
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ックル現象」では、ディスプレイの画質劣化を引き起こすレーザ特有の干渉によるスペッ

クル発生のメカニズムと空間平均化および時間平均化について詳しく述べられている。第

3 節「スペックルノイズの測定・評価・低減方法」では課題であるスペックルノイズを測

定および評価する方法について詳しく述べられている。またスペックルノイズ低減方法に

ついて種々紹介されている。 

 

5.1 色再現 

色再現の観点から見たレーザディスプレイの特徴は、色再現域（色域、Color Gamut、カ

ラーガマット）が格段に広い点にある。本節では色域を中心にレーザディスプレイの特徴

とシステム面での課題などについて述べられている。 

 

5.2 スペックル現象 

可視のレーザー光を少し拡げて薄い色の壁の上に照射すると、まぶしく輝く無数の斑点

が見える。これがスペックル(speckle) である。スペックルは、レーザー光が，スクリー

ンや壁など粗面により散乱を受けたときに生じる。粗面の各点で散乱された光は広い角度

で拡がって行く。粗面から離れた点で観測すると，粗面の各点で散乱された光波が観測点

で重なる。粗面の凹凸はランダムに分布するから，観測点に集まる光波の位相(光路長) も

ランダムに分布する。このような光が干渉すると，強度がランダムに分布する干渉縞が得

られる。これがスペックルである。よって，スペックル発生の要件は，照明光がコヒーレ

ントであることと，反射面が粗面であることが挙げられる。本節では以上のように、スペ

ックル現象を理論的に解説し、スペックルノイズの除去方法の示唆を与えている。 

 

5.3 スペックル除去 

スペックル除去する際に必要になるスペックルコントラスト測定器は、通常、CCD カメ

ラを用いて作成されるが、人の視覚特性を良好にシミュレートするものでなくてはならな

い。目でみたときのスペックルコントラストは、スクリーン上の目の解像セルと投影レン

ズのスクリーン上点像強度分布の面積比の平方根になる。目の解像力試験は複数報告され

ている。本節では、このようなスペックルノイズの測定方法と、その低減方法について、

定量的に詳述されている。 

第 6 章 応用装置 

本章では、ユビキタスレーザディスプレイの応用としてプロジェクタ、網膜投射、ヘッ

ドアップディスプレイを取り上げている。第 1 節「プロジェクタ」では種々の投射光学系
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（空間変調型素子を用いた投射型装置、走査型投射装置）、プロジェクタ仕様、および求め

られる光源について述べられている。第 2 節「網膜投射」においては、人間の網膜に直接

RGB３原色のレーザ光を描画する方式について述べている。メガネ類似の形態となる本デ

ィスプレイの種々応用についても記述されている。第 3 節「ヘッドアップディスプレイ」

では、車載等への応用を目的としたフロントガラスへの投射を目的としたレーザディスプ

レイについて概観されている。安全な運転を維持するためにも視線移動がほとんどないヘ

ッドアップディスプレイの有用性とその構成、課題が述べられている。第 4 節「Eye safety 

issue in the USA｣では走査型レーザディスプレイに対する安全基準と人間の目に対する

出力制限について海外の現状および動向を中心に述べられている。 

 

6.1 プロジェクター 

 昨今、プロジェクター光源用に固体光源である LED やレーザーを活用したものが相次

いで発表、上市されている。これら固体光源には従来のランプ光源にない特徴を持ち、使

い勝手の向上や光利用効率の改善等多くのメリットを持ちユビキタスレーザー光源ディス

プレイとして活用される状況が整いつつある。本章では、将来有望視されているレーザー

光源にフォーカスし、キセノン光源、超高圧水銀光源、LED 光源、レーザー光源を比較し

ながらプロジェクターのシステムから見た性能向上の可能性と、光源への要求事項につい

て述べ、ユビキタスレーザー光源ディスプレイとしての課題と今後の技術開発の方向性、

環境整備への期待について、実例を参照しながら解説する。 

 

6.2 網膜走査ディスプレイ 

ヘッドマウントディスプレイは通常、LED で照明されたマイクロ液晶ディスプレイ

(LCD)表示像をリレー光学系によって観察者瞳孔に投入する方式で実現される。メガネ類

似の形態に小型化された装置を頭部に装着して使用する。レーザーを利用した HMD とし

ては、上述の HMD 照明光源の LED をレーザーとしたものも可能だが、発表されている

のは、レーザーの特長を生かしたレーザー光ラスタスキャン型 HMD である。網膜走査デ

ィスプレイとよばれ、ここで紹介するのは本技術を使用した、ブラザー工業と米国のマイ

クロビジョン社から発表された技術である。 

 

6.3 ヘッドアップディスプレイ 

本節では、レーザーを光源としたディスプレイのヘッドアップディスプレイ（HUD）が

紹介されている。ここで「ヘッドアップ」とは「頭を起こして」という意味で、例えば車
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の運転中に前方に視線を保つ事を言う。逆に運転中にメーターパネルやナビ画面を見る為

に視線を下に移動すると「ヘッドダウン」である。つまりヘッドアップディスプレイとは

「視線を前方に保ったまま必要な情報を視界にオーバーラップして表示する装置」である。 

 

6.4 新たなプロジェクター技術と規制基準の整合 

最近、携帯機器の小さな画面を拡大表示する Pico Projector と呼ばれる新しいプロジェ

クター技術が関心を集めている。中でもレーザー走査型 Pico Projector はフォーカス調整

が不要で３次元的な奥行きのある表面にも投影可能というユニークな特徴をもっており注

目されている。ここでは Microvision 社の PicoP ディスプレイエンジンを搭載している同

社の SHOWWXTMレーザー走査型プロジェクターを取り上げる。このような今迄に無い新

しい技術／製品の出現に際しては常に先ずその安全性が問われ検証されなければならない。 

 本節ではレーザー製品に係わる規制と技術基準についてレーザー走査型プロジェクター

のクラス２技術基準への適合を SHOWWXTM のケースを例として示すと共に、

SHOWWXTMのレーザー光源と他方式の光源の安全性比較が考察されている。 

 

第７章 目の安全性 

本章ではレーザディスプレイの応用の際に重要となる目の安全性の考え方、および法律

を含めた観点での新規格方向性の提案を取り上げている。第 1 節「安全性の考え方」では

レーザが人間の目に与える障害について網膜損傷を中心にそのメカニズムを含め詳しく述

べられている。第 2 節「新規格方向性の提案」では、レーザプロジェクタの明るさとレー

ザクラスの関係を示している。また日本独自のレーザ安全規制である消費生活用製品安全

法に関する課題とユビキタスレーザディスプレイを考慮した改善策を含め、レーザディス

プレイ法規に関して新たな考え方の導入についても考察、提案を行っている。 

 

7.1 目の安全性の考え方 

慢性的なレーザー光被爆によりどのように網膜が傷害されるか分かっていないが、急性

的な網膜傷害は光化学反応、熱反応、光アブレーションの３つの機序によって生じると考

えられている。３つの機序は放射露光と被爆時間によって決まる。放射露光が弱く時間が

長いと光化学反応となる。クラス１レベルの慢性的安全性を考えるなら光化学反応につい

て議論すればよい。この反応には酸素が関与している。視細胞外節部では、視物質が活性

酸素に傷害されやすい不飽和脂肪酸に包まれている。そのため、日常生活環境光（環境光）

でさえも外節部は傷害を受けている。網膜ではこれに対抗するかの様に約１０日かけて
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徐々に傷害部を分解しそして再生している。本節では、環境光にクラス１レベルのディス

プレイレーザー光が付加されて、（１）どれくらい被曝量が増えると見込まれるのか、（２）

本来、網膜に備わっている分解・再生能力にどの程度の負担増となるのか、などを課題と

した研究が解決に近づく方法であることが示唆されている。 

 

7.2 レーザー応用製品の安全性に関する規制と課題 

レーザーを用いたディスプレイ応用製品が今後普及していく上で、課題となるのはレー

ザーの安全性の確保と関連法令による的確な規制である。現在の国内のレーザー応用製品

に関する各種法令は、近年提案されているようなレーザーディスプレイ応用製品を想定し

て制定されていない。一方、レーザープロジェクタは投射口から広がる特性の光束を持つ

レーザー光を利用しており、これが作り出す映像を直接またはスクリーン等からの散乱光

として間接的に観察する目的の応用製品である。このためレーザーポインタのような直進

性が高いと仮定したレーザー光による事故を防ぐための規制や法令では過剰規制となって

いる場合がある。その結果、海外で合法に発売されているレーザーディスプレイ装置を国

内で販売・購入出来ないといった矛盾が出始めている。 

 

第８章 おわりに 

レーザディスプレイの基本となる赤色、青色、緑色の可視光半導体レーザは日本が世界

に誇れる技術であり、また応用装置に関する研究に関しても日本は世界をリードしてきた

が、ここにきて世界の追随は激しい。本章では、本報告書が新たな戦略立案および研究開

発加速へ寄与することの期待が述べられ、本調査研究の意義が総括されている。 
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