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序 

 

我が国機械工業における技術開発推進は、ものづくりの原点、且つ、輸出立

国維持には必須条件です。  

 しかしながら世界的な経済不況脱出で先進国の回復が遅れている中、中国を

始めとするアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上は進んでいま

す。 そして、我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭して

きております。  

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、

技術開発推進も一つの解決策として期待は高まっており、機械業界をあげて取

り組む必要に迫られております。  

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

には、ものづくり力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレーク

スルーにつながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指して

ゆく必要があります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にか

ける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今

後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向に係わる調査

のテーマの一つとして財団法人光産業技術振興協会に「光学機器における光デ

バイス設計と製造技術の先端動向に関する調査研究」を調査委託いたしまし

た。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚で

す。 

 

平成２３年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣 



は し が き 

 
我が国はこれまで、画像入出力機器、レーザ加工装置、光応用医療機器、光通信機器などの開発で、摺

り合せ技術による“ものづくり力“を最大限に発揮し、特に画像入出力機器では、デジタルカメラの分野

で圧倒的な世界シェアを維持してきました。また、半導体露光装置の例では、解像度が数十ナノの領域に

入っても世界をリードし続けています。これらの光学機器を支えるコア技術は、我が国の高い光学設計と

製造技術に基づく光デバイス技術です。 

  しかし、最近の中国、台湾、韓国勢の進展は凄まじく、例えばローエンドのボリュームゾーンで使われ

るレンズの約 80％はこれらの国々で生産されています。特に、中国の動向には目が離せません。一方、半

導体露光装置に代表されるハイエンド機器の開発では、ASML 社（蘭）やツァイス社（独）など欧州勢が強

い開発力を回復しており、欧州連合(EU)における科学技術分野の研究開発への財政的支援制度である欧州

研究開発フレームワークの第 7 次計画(FP7：7th Framework Program for Research and Technological 

Development)の傘下で、光学機器や光デバイスの分野を束ねた Photonics 21 という EUプロジェクトのも

と戦略的に振興策が推進されています。 

この背景で本調査研究は、最先端の各種光学機器自体の動向と、これらの光学機器を支える各種光デバ

イス設計と製造技術の分野で新しいコア技術として芽生えている先端技術の動向を調査・分析し、これら

新技術の育成と高付加価値化を促進し、我が国の技術水準を一層高め、欧米とアジアの間に挟まった現状

をいかに打破し、国際競争力を増強するための振興策を提言することを目的としています。 

そのため、当協会内に学識経験者及び産業界の有識者からなる委員会を設置し、委員長に、当研究技術

開発分野の第一人者である東京大学の黒田和男教授、副委員長にキヤノン㈱（宇都宮大学教授兼任）の荒

木敬介氏にご就任いただき、調査研究を実施いたしました。時間的制約の多い昨今であるにもかかわらず、

本調査研究、及び、報告書作成のための時間を割いていただいた委員長、副委員長をはじめ委員各位、執

筆者各位、並びに種々のご指導を頂いた経済産業省、社団法人日本機械工業連合会その他の関係各位に厚

くお礼申し上げます。本報告書が、機械産業及び光産業の発展に寄与し、関係各位のご活動に活用されま

すことを期待する次第です。 

 

平成２３年３月 

財団法人光産業技術振興協会     

会 長  間塚 道義 
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序 章 

1. 調査概要 

 

本調査研究では、産学官の学識経験者からなる「光学機器における光デバイス設計と製造技術の調査研

究委員会」を設置して実施した。調査内容は、光学機器における光デバイス設計と製造技術を構成する以

下の二つ項目、すなわち、①光学機器の動向に関する調査研究、②光デバイスの動向に関する調査研究の

観点から調査を実施した。前者では、我が国の強みである摺り合せ技術による“ものづくり力“を 大限

に活用し、高い国際競争力を発揮している光学機器を抽出し、それら光学機器の現状と将来トレンドを俯瞰し、

さらなる競争力強化のための施策を探った。後者では、これらの光学機器の構成要素であり、強い競争力の源泉

となっている各種光デバイスを抽出し、現状を把握するとともに、今後の進展が期待される新しい技術の芽の育成

とさらなる高付加価値化を推進するための振興策を提言した。 

 

① 光学機器の動向に関する調査研究 

本調査項目では、画像入出力機器、レーザ加工装置、光応用医療機器、光通信機器などをとりあげる。

画像入出力機器としては、撮像機器と表示機器。レーザ加工装置としては、半導体露光装置。光応用医療

機器では、OCT(光コヒーレンストモグラフィ)と顕微鏡。光通信機器では、マルチコアファイバ、WDM

フィルタ、ROADM 装置などを調べた。そして、各光学機器の構成要素、機能、使われ方など製品の仕様

に関し、現状と今後の製品および技術の動向を調査した。さらに、これらの製品の一部については、市場

規模、マーケットシェアなどの年間トレンドを調査・分析し、欧米の再回復とアジアの台頭を越える国際

競争力をいかに向上して行くかという課題の解決方法を模索した。 

 

② 光デバイスの動向に関する調査研究 

本調査項目では、上記光学機器のコア技術として活躍している先端光デバイスを支える光学設計技術、

撮像機器の心臓部であるズームレンズの設計技術、従来のフィルムに置き換わった CCD/CMOS センサー

の画素数や感度の向上、さらに、近年、国内外で活発化している LED 照明光学系、太陽熱発電用集光デ

バイスやレンズ設計と画像処理技術を融合したソフトウェアーレンズ技術、高屈折率、低分散の新しいガ

ラス材料やプラスチック材料などの開発動向を調査研究し、これら新技術の育成とさらなる高付加価値化

に向けた課題の解決方法を調査研究し、成果報告書としてまとめた。 

 

2. 委員会の開催状況 

 

第１回委員会 

日 時： 平成２２年１０月１２日（火）   １２：００～１５：００ 

場 所： 東京都目黒区駒場 4-6-1 東京大学生産技術研究所 An 棟４階小会議室１ (An405) 

議 事： 
（１）委員長選出、委員自己紹介 
（２）主旨説明 
（３）報告書構成と執筆者の確定（項目、章立て、執筆分担等） 

1



（４）今後の進め方 

 

第２回委員会 

日 時： 平成２３年１月１３日（木）   １５：００～１７：３０ 

場 所： 東京大学生産技術研究所 An 棟 ４階 小会議室（An405） 
議 事： 

（１）第一回委員会議事録確認 
（２）報告書の構成の確認 
（３）全委員による、執筆原稿の趣旨説明 
（４）査読計画 
（５）今後の進め方（推進戦略提言をさらに充実） 

 
第３回委員会 

日 時： 平成２３年２月７日（月）   １５：００～１８：００ 

場 所： 東京大学生産技術研究所 As棟 ３階 As303 セミナー（講義）室 

議 事： 
（１）第二回委員会議事録確認 
（２）報告書各節の追加部分（推進戦略提言）説明（全委員） 
（３）講演会（１６：００～１８：００） 

小川 紘一氏（東京大学 総括プロジェクト機構 特任教授） 
講演題目：「日本のものつくり企業が直面する危機と今後の推進戦略」 

（４）総 括 

 

3. 報告書の概要 

 

光学機器、および、その構成要素である光デバイス分野では、我が国の強みである摺り合せ技術による“もの

づくり力“を 大限に活用し、高い国際競争力を発揮して来た。しかし、昨今の欧米の巻き返し、東アジア

の台頭の挟間にあって新たな難局に遭遇している。本調査報告は、この現状を捉え、今後の進展が期待される新し

い技術の芽の育成とさらなる高付加価値化を推進するための振興策を模索し、国際競争力の一層の強化を図りなが

ら、オープンイノベーションの時代をリードするための方策を提言している。 

 

第 1 章 緒 論 

 本章では、本調査研究の課題、すなわち、光学機器、および、その構成要素である光デバイス分野におい

て、欧米のイノベーション戦略と東アジアの台頭の挟間にあって、日本のメーカが新たに遭遇している難局

をいかに乗り越えるかという問題提起を行っている。そして、光学機器や光デバイスの市場シェアや技術ト

レンドの統計を示しながら、日本のメーカの現状を把握し、国際競争力の一層の強化を図りこれまでの高い

市場シェアをより向上するための方策を探りつつ、新たに迎えたオープンイノベーションの時代を乗り切る

ための戦略を提言している。 

 

1.1 はじめに 

 本節では、本調査研究の問題意識を述べ、本報告書の狙いを整理している。 
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1.2 日本の光産業が直面する現状と課題 

 本節では、光学機器や光デバイスの市場シェアや技術トレンドの統計を示しながら、 本調査研究で取り

上げた光学機器、および、光デバイスの分野で、日本のメーカが、摺り合わせ型のものつくり力を発揮し、

デジタルカメラ、顕微鏡、半導体露光装置などの製品で高い市場シェアを維持してきた現状を述べている。

しかし、ハイエンド製品の代表である半導体露光装置では、欧州のメーカがＥＵの産学連携戦略のもと、年々

シェアを増やしている。一方、ローエンドのボリュームゾーンに使われる製品のレンズ部品の大半は、東ア

ジアで生産されており、日本のメーカは新たな付加価値を求めて挑戦を続けている状況が述べられている。 

 

1.3 今後の戦略 

国際競争力の一層の強化を図りこれまでの高い市場シェアをより向上するための方策を探りつつ、新たに

迎えたオープンイノベーションの時代を乗り切るための戦略を提言している。 

 

第 2 章 先端光学機器を支える光学設計技術 

近年の光学技術は著しい発展を続けており、従来と大きく様変わりした。新しい要素技術が数多く現れ、

電子技術と融合し、コンピューターが設計・製造に駆使され、設計指針も多様化している。例えば性能とコ

ストのバランスに加え，環境への配慮や、セキュリティ、ユニバーサルデザインなどへの配慮も求められる。

光学技術分野が今後も発展し続けるためには、こうした近年の特徴を取り込む一方で、光学機器に関わる光

学現象の本質をよく理解し、技術の本筋を見極めて必要な施策を講じる必要がある。そのために，新しい設

計技術や普遍的な基本技術が種々用いられている。本章では、多くの技術の中でも、近年幅広く用いられて

いる基本的な解析技術を中心に、その概要を報告する。 

 

2.1 幾何光学、波面光学、非共軸・偏心光学系 

この節ではまず、光学機器の光学設計の も基本となる考え方である幾何光学について、幾何光学の基本

法則、近軸理論、収差論という切り口で、その理論体系の概要と要点について紹介を行った。近軸理論は光

学系の理想結像条件、収差論は光学系の結像性能を論じるうえで重要な理論である。次に、幾何光学と波動

光学を結びつける上で大事な考え方である波面光学について、波面と光線、光線上間の光路長差として定義

される波面収差についての概念と直交多項式を用いた波面収差の表現について、 新動向も含め紹介した。

後に、新しいタイプの光学系として注目されている非共軸・偏心光学系について、新たに構築された近軸、

収差解析の理論および、設計例を紹介している。それとともに、この光学系については現状の問題と今後の

可能性についても論じている。 

 

2.2 波動光学と電磁波解析 

精密な光学系や，微細構造を持つ光デバイスの解析に必要な波動光学は，スカラーモデルとベクトルモデ

ル（電磁波解析）に大別できる。フレネル回折などの回折公式は，グリーンの定理，あるいは平面波展開に

基づいて導出できる。そこで仮定された条件や適用限界の理解も重要である。光学多層膜の解析手法は，光

学コーティングの他，薄膜デバイス，フォトニック結晶，エリプソメトリー，表面プラズモンなどの検討に

も使われる。ビーム伝搬法では，伝搬方向へ進む搬送波がゆっくり変化するものと仮定する。導波路中の光

の解析などに用いられる。電磁場解析では FDTD 法と RCWA（FMM）が広く用いられる。詳細は 2.4 節で

3



紹介される。他にも種々の電磁波解析手法がある。対象や目的に応じてこれらの手法を活用するには基礎の

理解も必要である。その観点からの技術者育成が重要である。 

 

2.3 電磁気学的数値解析法の応用例 

光学分野において も利用されている電磁気学的数値解析法として、時間領域差分(FDTD)法、およびフ

ーリエモード法(FMM)の二つについて、その応用例の紹介を行った。対象は過去３年間に評価の高い国際的

な学術論文に掲載されたものに絞り、応用の可能性を示すために、たとえ典型的ではなくとも、可能な限り

多くの例に目を向け、解析した結果ではなく応用する問題の紹介により重点を置いた。採用例の参考文献の

ほか、特に、初心者にとって重要な文献も紹介し、必要ならば読者自身がより詳細に調査できるように配慮

している。また、各手法の問題点にも言及し、結果の物理的解釈の重要性、およびその能力養成のための姿

勢と環境作りに関して提言を行っている。 

 

第 3 章 撮像機器 

近年、撮像機器分野は様相が一変した。撮像媒体が銀塩フィルムからCCD やCMOS などの固体撮像素子に

変り、従来のスチルカメラやビデオカメラが、カメラ付携帯電話に代表される携帯機器に変った。こうした

様相変化の第一の原因は、撮像素子の高画素化、画素ピッチ狭小化および高感度化である。同じ画角とF 値

を持つ光学系のサイズは、撮像素子のサイズとほぼ比例関係にあるため、光学系の小型化には撮像素子の小

型化が極めて有効である。また、感度面では、裏面照射型センサのように、高感度化・低ノイズ化が進んで

いる。一方、光学系では、携帯機器用の単焦点レンズが大部分を占めるが、それ以外の機器では殆どがズー

ムレンズ搭載である。このため、ズームレンズ設計技術の様相変化の原因の第二として、搭載される撮像機

器の多様化、手ブレ補正機能の充実、ズーム比の高倍率化など仕様の高度化があげられる。このため、ズー

ムレンズでは、非球面、回折光学素子、コーティングといった生産技術を含む要素技術が大きく寄与してい

る。 

 

3.1 撮像機器におけるズームレンズと要素技術 

光学系開発ツールが大きく進歩し、台湾や韓国などアジア勢の台頭著しい光学製品分野の中にあって、ズ

ームレンズの開発設計には現在でも経験と勘が強力な武器となり、日本の光学メーカーに一日の長がある。

各種撮像機器用ズームレンズに目を向けると、ズーム比の高倍率化や大口径化の動きが見て取れる。また、

多くの製品には手ブレ補正機能やインナーフォーカス機構が採用されており、撮像機器の価値を向上させて

いる。これらズームレンズの高機能・高仕様化には、誤差感度緩和や非球面設計等の設計技術や高屈折率ガ

ラス等の材料技術、各種生産技術が大きく寄与している。本節では、撮像機器の製品分野ごとに、そこに搭

載されるズームレンズの動向について報告し、合わせて、ズームレンズの高機能化、高仕様化を支えている

要素技術の動向について紹介する。 

 

3.2 回折光学素子・コーティング 

デジタルカメラは従来のアナログカメラに対して、撮影画像の一部を拡大して使用する機会が多くなり、

撮影画像の画質に対するユーザーの評価が厳しくなってきている。更にＣＣＤやＣＭＯＳセンサの画素数の

増加や感度の改善が続き、撮像光学系の性能についてもより高い性能が求められている。こうした要求を満
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足させるためには従来の手法では限界があり、回折光学素子やナノ微粒子の活用、ＳＷＳといった新技術が

開発されて製品に搭載されている。これらの技術を使うことによって従来の技術では成し得なかったレベル

の性能改善ができるようになってきている。本節においては、近年、新技術の開発が盛んに行われている、

回折光学素子およびコーティング技術について報告されている。 

 

3.3  CCD/CMOS イメージセンサの技術 

イメージセンサは固体撮像素子とも呼ばれ、受光映像を電気信号に変換するセンサであり、その特性自体

が、機器の性能に大きく影響を与える。 主として、Si ベースの半導体によって形成されており、2010 年時

点では、コンスーマ用機器として、主に DSC や、デジタルカムコーダ等に用いられ、また、産業用途とし、

監視用、医療用、及び自動車の安全用途等幅広く活用されている。イメージセンサは、CCD と CMOS があ

るが、いずれも PD が存在し、光電変換する点で共通である。しかし、一般の半導体素子に比べ、映像信号

を高品質に変換して取り出すという点が異なる。特に 終的な画質が、人間の目という もシビアな計測器

にて判断されるため、通常の半導体に比べて、ばらつきや欠陥に対する許容度が厳しい。本節では、Si 技術

をベースとしたイメージセンサ、特にエリアセンサを中心にその技術の概要が述べられている。 

 

第 4 章 医療機器 

光学的な生体計測方法は、非侵襲、非接触、高速、高分解能などの点で優れた特徴を有している。まず、

先端の生命科学研究や医療機関での各種診断に不可欠となっている光学顕微鏡について、省エネルギー、

複合化、高機能化、高分解能化などの観点から技術革新を展望する。次いで、生体内部の３次元構造をほぼ

リアルタイムに得ることが出来る計測方法である光コヒーレンストモグラフィー（OCT）について、その原

理と要素技術を紹介し、現在 も注目されている眼科応用について現状と将来展望を述べる。 

 

4.1 顕微鏡 

近年の光学顕微鏡は、 先端の生命科学研究や医療機関での各種診断、 先端の半導体製造検査等の産業

分野に至るまで、必要不可欠な機器として広く利用されている。そのため顧客ニーズも多岐に亘り、周辺機

器との融合によるシステム化及びデジタル化による機能向上と高性能化が進むと予想される。これらの現状

を示す例を幾つか解説し、今後進むべき方向の提言へとつなげる。具体例として、先ずは環境保護の観点か

ら、顕微鏡にも省電力化が求められてきている内容に触れる。続いて機能向上の観点から、従来の複雑な操

作を簡略化するためにパソコンのモニタ上で全ての操作を行なうボックス型顕微鏡や細胞培養を行う CO2

インキュベーターと一体化した顕微鏡、そしてデジタル画像による病理診断支援システムと診断情報のネッ

トワーク化について紹介する。一方、高性能化の観点からは、2 光子励起顕微鏡による組織標本の深部観察

や非線形光学現象を利用した顕微鏡、光の照射方法・検出方法を工夫し回折限界を超えた超解像顕微鏡など、

試料から多くの光情報を得る技術を紹介する。 

 

4.2 OCT（光コヒーレンストモグラフィー） 

OCT は低コヒーレンス干渉技術を用いて生体内部の３次元構造をほぼリアルタイムに得ることが出来る

計測方法である。低コヒーレンス干渉計は白色干渉計として工業分野において層構造の厚さや屈折率計測な

どに用いられてきた。生体は光をある程度透過するため、その後方散乱光から生体内部の三次元構造の情報
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を抽出することができることが 1991 年に示された。OCT は、X 線 CT、MRI、超音波断層撮像法などと比

較して、非侵襲、非接触、高速、高分解能であり、光学的半透明体や組織表面付近で他の手法で観測できな

い微細な構造の三次元観測が可能である。本節は、特に医療用として眼底の疾病計測に欠くことのできない

OCT 活用の計測機器や検診装置について解説されている。 

 

第 5 章 半導体露光装置 

半導体集積回路の高集積化、高性能化への要求は、未だに衰えを知らない。この要求を実現する も有力

な方法が、半導体素子の微細化であり、これを実現する手段がリソグラフィ技術である。リソグラフィ技術

開発の歴史は、露光装置技術開発の歴史でもある。特に縮小投影型露光装置技術の発展がこれまでの半導体

高集積化を支えてきた。従来は、露光波長の短縮、露光光学系の高性能化で、高解像度化を実現してきた。

しかし、この露光装置技術の高度化による高解像度化は、その限界を迎えつつある。一方、半導体素子の

小寸法が、数十ナノメータ以下となった現在、半導体素子の微細化の究極の限界を考える必要にも迫られて

いる。この状況を踏まえ、本章では、現状の半導体デバイスの微細化に対する要求と、これに対応する今後

の半導体露光技術の展開について紹介する。 

 

5.1 半導体露光技術の現状と今後 

 リソグラフィ技術の開発の歴史は、半導体露光装置技術開発の歴史といっても良く、特に縮小投影型露光

装置技術の発展が、これまでの半導体高集積化を支えてきた。しかし、光源の短波長化や露光光学系の高性

能化による高解像度化は、限界を迎えつつある。一方、半導体デバイスの微細化に対する要求、すなわち、

半導体素子の 小寸法が、数十ナノメートル以下となり、半導体材料を構成する原子の大きさを意識して、

半導体素子の微細化の究極の限界を考える必要に迫られている。本節では、半導体露光技術にまつわるこの

ような状況が俯瞰されている。 

 

5.2 光露光装置 

光露光装置は ArF 液浸で NA1.35 を実現し、技術的に飽和した状態に到達した。しかし、EUV の遅れで、

液浸に代わる微細加工装置は、今後数年は現れないものと予想される。ウェハープロセスを駆使したダブル

パターニング技術の導入で 20nm の微細加工に挑んでいる現状は、露光波長 193nm の 1/10 の線幅を形成す

ることに相当する。このため露光装置には極限までの制御を行うことが必然となってきた。高 NA、短波長

化という従来型の開発ではないが、他技術とのマッチングのための装置性能の向上が必要とされている。光

学系による解像力改善がストップしたため、微細化への圧力は、ダブルパターニングを 2 回行って線幅を 1/4

にするチャレンジを話題にするまでに至っている。本節では液浸に至るまでの背景と液浸技術の概観、ダブ

ルパターニングをめぐる装置側の開発状況について紹介する。 

 

5.3 これからの露光技術 

現状の光露光技術以降の新しいリソグラフィ技術について紹介している。従来技術の延長として位置づけ

られるＥＵＶ露光技術や電子線を用いた露光技術に加え、必ずしも露光、すなわちエネルギー線を用いてレ

ジスト中にエネルギーを潜像として堆積させ、これを現像と呼ぶプロセスで実際の像に変換する方式を採ら

ない方法も、候補となってきている。まず も精力的に研究開発が進められているEUV露光技術について、
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露光装置、光源をはじめ、マスク技術やレジスト材料など、そのインフラ技術を含めて紹介している。さら

にマスクレス露光として期待されているＥＢ露光技術、そして潜像を用いない技術としてナノインプリント

技術と DSA（自己整合型パターン形成技術）を紹介している。 

 

第 6 章 表示機器 

本章では、将来も継続的に日本が新規技術を創出しグローバルな表示機器産業に貢献し発展していく方向

性を考えるために、幅広い表示機器分野の中から 2010 年より日本国内でも本格的な立ち上がりを見せ今後

もアプリケーションおよびテクノロジードライバとして期待される 3D 表示機器の技術動向を概観する。さ

らに、表示機器全体の技術動向を概観した後、具体例として LED やレーザ光源の実用化によりモバイルデ

ィスプレイの一分野として開発が活発化している、近年ピコプロジェクタあるいはポケットプロジェクタと

呼ばれるカテゴリを擁するプロジェクタ分野の技術動向について報告する。また、緑色 LD の出現により実

用化がはじまった RGB レーザ光源搭載型ピコプロジェクタを起点とした今後のレーザディスプレイの開発

やその方向性についても合わせて報告をおこなう。 

 

6.1 ３Ｄディスプレイ 

 ３Ｄディスプレイの歴史は古く、赤青フィルムのアナグリフ方式を初めとして、様々な方式が検討されて

きた。それにも関わらず、2010 年から急激に 3DTV が普及し始めた理由は、フラットパネルディスプレイ

（FPD）の進歩と、３D 映画の流行にある。３D ディスプレイでは、左右の眼に異なる映像を映さなければ

ならない。この異なる２つの映像を一つのディスプレイに同時に表示すると、画像の解像度が半分になって

しまう。また、解像度を減らさないように２つの映像を交互に表示する場合、フリッカが気にならないよう

に、非常に高速に２つの映像を切り替えなければならない。一方、FPD は、HDTV 化に伴う高解像度化が

進み、また、動きぼけを無くすための高フレームレート化が進んでいた。つまり、この FPD の技術を流用

することで、３D ディスプレイの課題を解決できた点が、３DTV 発展の大きな要因である。また、良質の３

D 映像をハリウッドが提供し、一般ユーザに３D の魅力を示したことも、もう一つの要因である。本節では、

これまで提案されている３D ディスプレイの方式を整理し、各方式の概要と課題を述べる。また、様々なメ

ディアにおいてデファクトとして利用されている各種３D フォーマットに関しても現状と課題を述べる。 

 

6.2 プロジェクタ 

小型プロジェクタが LED やレーザなど新規光源の出現で注目されている。水銀フリー、低消電、メンテ

ナンスフリーで長寿命という特徴から UHP 光源主流であったプロジェクタ分野にアプリケーション拡大を

伴うパラダイムシフトが起こりつつある。2000 年代後半からスマートフォンがヒットし、タッチパネル付表

示機器分野が確立し、モバイルディスプレイの重要度が増している。ピコプロジェクタと呼ばれる新規小型

プロジェクタカテゴリは、小さく軽い本体に大きな表示という矛盾した要求を解決する方法と考えられる。

特に緑色直接発光 LD 技術は、RGB レーザ搭載ピコプロジェクタを実現可能とし、次世代型表示機器の一つ

と目されるレーザディスプレイ実現に向けたテクノロジードライバとしても大きな役割を担う。本節では、

表示機器の全体トレンドを概観し、大きな変化が予想されるレーザを中心とした新規ディスプレイ動向と開

発の方向性について報告する。 
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第 7 章 照明・集光光学系 

光学機器での物体（試料）の照明、室内照明・車の前照灯・野菜工場などで用いられる直接的な照明など、

様々な場面で照明光学系が使われている。また、太陽光を利用した発電や太陽電池などでは集光光学系が重

要な役割を果たしている。多くの光学機器において、その性能を達成するための主体は結像光学系とみられ

ているが、カメラレンズを除くと、照明光学系が果たす役割は非常に大きく、結像光学系と同じようにある

いはそれ以上に重要である。環境エネルギー問題の一環として、太陽光の有効利用が望まれており、太陽熱

発電、太陽電池、さらには太陽光直接利用照明光学系などに用いる集光光学系の開発研究が重要になってい

る。また、室内照明機器の研究開発が盛んであり、純粋にあるいは直接的に照明光学系の果たす重要性が増

している。「結像系の照明光学系」、「太陽熱発電用集光光学系」、「LED集光光学系」の3つの分野について、

現状分析と今後の課題と対策について述べる。 

 

7.1 結像系の照明光学系 

多くの光学機器で、照明光学系が果たす役割は非常に大きく、結像光学系と同じようにあるいはそれ以上

に重要である。結像光学系ではいわゆる収差を小さくすれば良いので、レンズ設計の困難さはあるにしても、

設計の目標・手順・指標などは明確である。これにたいし、照明・集光光学系では仕様は明確であるが、そ

れを達成するための設計製造の評価手法が必ずしも確立はしていない。学術的にもっと議論されていく必要

がある。新奇な照明光学系の開発のポイントは、光学設計とキーとなるデバイスの開発である。 近ではキ

ーとなるデバイスはマイクロレンズや MEMS のような非常に小型のものであり、内視鏡などでは極細ファ

イバーの高速振動を利用した照明光学系が開発され、小型化に貢献している。このあたりの発想や製造技術

において、日本は必ずしも十分な技術的優位にあるとはいえない。照明系開発における課題と対策案につい

て言及する。 

 

7.2 一般照明用 LED 光学系 

LED は、白熱電球、蛍光ランプ、HID ランプに続く第４の光源と位置づけられ、従来光源の代替として

急速に一般照明市場に普及している。東芝ライテック㈱は、CO2排出量の削減に貢献するため、東芝発祥事

業の一つであり 120 年間にわたり継続してきた一般白熱電球の製造を 2010 年 3 月に中止したとの報道発表

を行った。白色 LED の効率は白熱電球やハロゲン電球を越えて、蛍光ランプや HID ランプと同等レベルに

達しており、白熱電球や電球形蛍光ランプに置き換えるための LED 電球・LED ユニットや従来光源を用い

た器具に置き換えるための種々の LED 照明器具が発売さている。 本節では、現在急速に普及が広がって

いる LED 電球・LED ユニットと、蛍光ランプや HID ランプを使用した照明器具に置き換えるための LED

照明器具について、製品コンセプトと光学設計の考え方がまとめられている。 

 

7.3 太陽熱発電用集光光学系 

太陽エネルギーは人類の発展には将来欠かせないエネルギー源である。なかでも太陽熱発電は旧来の火力

発電との親和性が良く相互に補いあって、CO2 を削減しつつ安定な電力源となりえるということで、欧米を

中心に、大規模なプラント建設や計画がなされ、新システムや新規材料の適用による発電効率向上やコスト

低減のための実用研究も着々となされてきている。日本でも世界的に見ても早い 1981 年に実験プラントが

建設され 3 年間の実験が行なわれているが、その後が続かなかった。この節では現在の主流の集光方式や将
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来のシステムとして期待される集光光学系から主なもの 4 種を紹介し、高反射率と屋外使用での耐久性や軽

量化およびコストダウンを求めて開発されてきたいろいろな鏡の構成や特長をまとめる。 

 

第 8 章 画像処理 

近の CMOS センサーイメージセンサーの著しい進展により、光学レンズ性能をデジタル画像処理で補

うアプローチが活発化している。デジカメなどに組み込まれた画像エンジン LSI も、色補間・画像圧縮など

の基本機能に加えて歪曲補正や色再現性・偽色・ノイズ対策へとその守備範囲を拡げている。フォトレタッ

チソフトの世界では、歪曲・色収差・口径蝕・ボケなどの光学補正を行う DxO が登場しており、Kodak や

Fuji の銀塩フィルムの画質を色調や粒状感までデジタル写真で再現している。将来、画像エンジンと融合し

て「ソフトウェアレンズ」と呼ぶべきものが誕生し、「レンズは不要か」、「オリジナルな写真とは何か」など

と、真剣に議論される可能性も十分に考えられる。一方、コンピュータの性能も飛躍的に向上し続けており，

CT のようにデジタル画像処理を前提とする新しい結像原理に基づく計算イメージングシステム、結像光学

系とデジタル処理を組み合わせたハイブリッド・イメージングや計算フォトグラフィー分野などの発展もめ

ざましく、Wave-Front Coding のような新しい被写界深度拡大技術も注目されている。 

 

8.1 Wave front coding 

Wave-Front Coding（波面コード化法）は、CDM Optics 社（OmniVision Technologies）が保有する被

写界深度拡大技術であり、瞳関数位相分布のアナログ変調とデジタル画像復元処理をうまく組み合わせるこ

とにより、レンズ開口を絞らず、像の明るさや分解能を犠牲にしないで被写界深度を画期的に深くできる技

術である。被写界深度を深くするために、これまでに様々な方式が提案されており、① 合焦面を光軸方向に

走査しながら、各位置で得られる合焦像を合成する方法、② 焦点はずれ像の各部分に対して物体距離に応じ

たデコンボリューション・フィルタをかけ、それぞれの復元像を合成して画面全体をシャープにする方法、

③ Wave-Front Coding（波面コード化法）などがある。本節ではここ数年前からまず産業界を中心に世界

的な関心が高まっている Wavefront Coding について解説する。 

 

8.2  画像エンジンの動向 

デジタルカメラの画像エンジンの処理内容は、写真画像作成の基本処理に加えて、顔認識から特殊加工そ

してフル HD 動画まで広範囲に渡っている。他方、計算光学の領域において、新方式の原理研究も多数なさ

れており、一部は実用化されたが更なる発展が期待される。スマートフォンの新しい写真文化が急速な発展

を見せており、この領域への取り組みは大きな課題である。画像エンジン開発には、技術視点のみならず、

従来の写真文化とこの新しい写真文化とを包括する文化的な視点の取り組みが必要である。画像エンジン

LSI は、光学系、AF、AE、撮像素子の制御も行うが、これらは高度な摺り合わせ技術の必要な領域である。

これらの要素技術で先行し、画像エンジンの先進性を保つ事が望まれる。画像処理開発には、アルゴリズム

や数学に強い人材が必要とされるが、日本はこの分野で欧米に遅れをとっていると感じる。大学教育も含め

た国家的な視野による人材育成活動の強力な推進が望まれる。 

 

第 9 章 光通信機器 

YouTube や IPTV などの映像情報の増加に伴い、インターネットトラフィックは、今後も２年ごとに２倍
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の伸びを続けると言われている。このように増加する情報を効率的にハンドリングするため、光通信ネット

ワーク分野においても、種々の新たな技術開発が進められている。光ネットワークの構成としては、これま

での Piont to Point から、リングネットワーク、さらにはメッシュネットワークへ拡張していく。今後、増

大する光ファイバ１本あたりの情報容量を低コスト、低消費電力でハンドリングするため、できるだけO/E、

E/O を介さず光のままでルーティングする必要がある。このため、従来の波長多重伝送（WDM）を用いた

スタティックな光ネットワークから、ROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)を用いた動

的な光パスネットワーク実現に向けた研究開発も進められている。本章では、光学機器という切り口で、現

状の WDM 伝送の主要受動光部品である WDM フィルタ、および光ネットワークのキーデバイスとなる

ROADM デバイスについての動向について述べている。」 

 

9.1 マルチコアファイバ 

動画の超高精細化や 3D 化を含む超臨場感通信等の普及も考慮し、これから先 20 年のトラフィック需要を

予測すると、幹線系の伝送容量の伸びは、現在に比べ４桁～5 桁を超えるものになるとも予想される。この

ため、3 つの M の技術が提唱されている。 初の M は、マルチコア（Multi-core）構造を持ち空間分割多

重伝送を実現する新規な光ファイバ（マルチコアファイバ）技術であり、2 つ目の M は、無線の分野で導入

されている MIMO 等の多入力多出力による情報量の増大技術を、光ファイバ伝送路において展開するマル

チモード（Multi-mode）多重伝送技術であり、３つ目の M は、無線伝送で行われている高い周波数利用効

率を有する多値変調方式（Multi-level Modulation）伝送およびそれに関連する伝送処理技術等である。本

項では、上記 3 つの M の技術の中から、現在、 もその検討が進んでいるマルチコアファイバの 新技術

動向について述べている。 

 

9.2  WDM フィルタおよび ROADM 

光ネットワークの構成としては、これまでの Piont to Point から、リングネットワーク、さらにはメッシ

ュネットワークへ拡張していく。今後、増大する光ファイバ１本あたりの情報容量を低コスト、低消費電力

でハンドリングするため、できるだけ O/E、E/O を介さず光のままでルーティングする必要がある。このた

め、従来の波長多重伝送（WDM）を用いたスタティックな光ネットワークから、ROADM を用いた動的な

光パスネットワーク実現に向けた研究開発も進められている。本節では、光学機器という切り口で、現状の

WDM 伝送の主要受動光部品である WDM フィルタ（AWG など）および光ネットワークのキーデバイスと

なる ROADM デバイスについての動向について述べている。 

 

第 10 章 光学材料 

新規な光学材料が開発されることで、光学設計の自由度が飛躍的に大きくなり、新しい分野が切り開かれ

ることも少なくない。わが国は、源流である光学材料開発・製造から、川下の光学設計・光学機器製造まで、

全ての分野で 先端技術を持つ数少ない国の一つと言える。光学材料においては、無機材料、有機材料の両

分野において先端の研究開発が推進され多くの製造メーカーが競っている。光学機器分野においても、産業

機器からコンシューマー向けまで、広範囲に渡る製品を開発・製造しているメーカーを数多く持つ。材料メ

ーカーと光学機器メーカーが共存することで、両分野の技術的発展が加速されて来たとも言える。本節では、

高度な光学機器を支える光学材料全般（ガラス材料、セラミックス材料、プラスティック材料）について、
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現状と今後の展望が述べられている。 

 

10.1 ガラス材料、セラミック光学材料 

光学機器、光デバイスにおいて、光を操作する手段は今もなおレンズやミラーが主流であり、その主力素

材は無機光学材料である。その理由は、光学機器の高いスペックを実現する物性や安定性を高いレベルで両

立していることにある。代表的な無機光学材料としては、光学ガラスとセラミックスが挙げられる。光学ガ

ラス産業は成熟しているように見えていたが、更なる光学性能向上と、有害物質不使用・省エネルギー・省

資源への対応が必須となり、新たなフェーズに入ってきた。本節では、一般光学機器向け光学ガラスの動向、

デジタルカメラ等に多く用いられる精密モールド用ガラス、ハイエンド産業機器向け石英ガラスの動向につ

いて記述している。一方、セラミックスは開発途上にあり、広く実用化されているとは言えない。しかし、

そのポテンシャルは高く、他の材料では実現できない物性が得られる可能性を秘めている。本節では、セラ

ミックスの特徴や、実用化に向けた課題について述べている。 

 

10.2 プラスチック光学材料とそのデバイス応用 

汎用プラスチック光学材料としては、ポリメチルメタクリレート（PMMA）・ポリカーボネート（PC）が

多用されている。また、環状ポリオレフィンは比較的高価であるが、その透明性・耐熱性・低吸水性・低複

屈折などの特徴から、PMMA や PC では達成できない性能を要求される高性能レンズ等の用途に使われてい

る。これらの透明プラスチックは、カメラ付き携帯電話・デジタルカメラ等の光学レンズや、CD・DVD 等

の光記録媒体として、また、FPD 中で導光板や各種機能性フィルムとして加工され、情報化社会の中で、情

報の記録、表示、伝送の中心的役割を担う材料となっている。今日、プラスチック光学材料は、生活を潤す

アイテムとして現代社会に浸透しており、何気なく当たり前のものとして使用されているのであるが、その

裏にある部材開発の技術は、どれも材料の本質を見極め、分子構造制御による究極的な物性を発現させると

いうものである。本節では、光学部材の新製品開発の一端を紹介するために、 近開発された低色収差屈折

率分布型プラスチックレンズについて、特に、低色収差化の手法が解説されている。 

 

第11章 まとめ 

今後も我が国の国際競争力を強化して行くために必要なコア技術は、光学機器を支える光学設計と製造技

術に基づく光デバイス技術である。本章では、「先端光学機器を支える光学設計技術」、「撮像機器」、「医療機

器」、「半導体露光装置」、「表示機器」、「照明・集光光学系」、「画像処理」、「光通信機器」、「光学材料」の各

章について本報告書全体を俯瞰、展望し、報告書全体のまとめとしている。 後に、本報告書が我が国の技

術水準の更なる向上、国際競争力を増強するための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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第 1 章 緒 論 

1.1 はじめに  

 

昨今の旅行者の誰もが経験することであるが、世界中のどこへ出かけても旅行者のほとんどがデジタルカ

メラを所持しており、ブランドを見るとそれらのほとんどが日本製である。また、顕微鏡、半導体露光装置、

液晶露光装置などの光学機器の日本のメーカのシェアは著しく高く、他国のメーカの追随を阻んで来た。こ

れらの光学製品は、光学系、機械系、電気系のインターフェースに隠されている付加価値の源泉を見つけ出

して実用化する “ものづくり力“が最大限に発揮された典型的な”摺り合わせ型“の製品であり、これらの

光学機器を支えるコア技術は、我が国の高い光学設計と製造技術に基づく光デバイス技術である。 

しかし、欧州では、半導体露光装置に代表されるハイエンド機器の開発で、ASML 社（蘭）とツァイス社

（独）が、半導体開発の産学連携の場である IMEC (Inter University Micro Electronics Center)と三者で連

携しながら急ピッチでマーケットシェアを増やしている。IMEC には、欧州内企業だけでなく、急成長を遂

げている東アジアの半導体メーカの情報も取り込まれているだけに、日本の露光装置メーカにとって脅威で

ある。また、光学の基礎理論の深く緻密な理解を必要とする光学設計ソフトウエア製品では、米国が圧倒的

に高いシェアを保持している。 

一方、最近の東アジアの国々、特に中国、台湾、韓国勢の伸張は著しく、ローエンドのボリュームゾーン

で使われるレンズの約 80％はこれらの国々で生産されている。その結果、日本のメーカーは、製品開発の競

争の場をズームレンズなどのより高度な設計能力やノウハウの力量を必要とする製品、あるいは、機能、品

質、信頼性のより高い製品分野で競おうとしている。しかし、このようなアプローチは、ややもすれば、品

質過剰となり、いわゆる“ガラパゴス”製品と揶揄される場合もある。 

本調査研究では、以上のような問題意識を抱え、欧米（前門の虎）とアジア（後門の狼）の間に挟まれた

難局をいかに乗り越え、国際競争力をいかに強化するかを模索する。そのために、最先端の各種光学機器自

体の動向と、これらの光学機器を支える各種光デバイス設計と製造技術の分野で何が起きているかを調査す

る。そして、新しいコア技術として芽生えている先端技術の動向を調査・分析し、これら新技術の育成と高

付加価値化を促進し、我が国の技術水準を一層高めるための方策を提言することを目的とする。本章では、

以上の問題意識の下、日本の光産業が直面する現状と課題を概観し、今後の戦略についての考察を試みる。 

 

1.2 日本の光産業が直面する現状と課題 

 

1.2.1 日本の光産業の国際競争力と東アジアの台頭 

 図 1.2.1.1 は、（財）光産業技術振興協会が 1980 年の発足以来発表してきた日本の光産業の国内生産高推

移１）を日本の GDP、および、半導体産業の生産高推移を比較したものである。1980 年以来光産業は、GDP

の増加とともに着実に成長を続け、1990 年代初頭のバブル崩壊で GDP の伸びが飽和し始めた後も堅調に伸

び、さらには、2000 年の IT バブルとその崩壊の後も引き続き伸張して来た。その要因の一つには、２１世

紀に入って技術変革が起きたカメラ製品の分野で、日本のメーカーが強い国際競争力を発揮したことが挙げ

られる。 
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図 1.2.1.1 日本の光産業の国内生産高推移と GDP、および、半導体産業推移の比較 

 

図 1.2.1.2 は、銀塩フィルムカメラとデジタルカメラの生産台数の年次推移であり、デジタルカメラが典

型的な破壊技術(Disruptive Technology)となっておよそ１０年弱で銀塩フィルムカメラに置き換わった。変

革を起こした光デバイスは、CCD や CMOS と呼ばれる半導体の光電変換デバイス（イメージセンサ）である。

本報告書の第３章第３節に詳細に記載されているように、CCDや CMOS 技術は、日本のメーカーが技術的にも

製品戦略的にも世界をリードして来た。そして、ズームレンズに代表される高い設計技術や製造ノウハウを

内蔵している日本の光学メーカが、イメージセンサの画素数の増加や感度の向上に合わせて、光学系、電気

系、機械系の摺り合わせ技術を一層磨くことで、比較優位を維持しながらデジタルカメラの高い世界シェア

をキープしてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.1.2 銀塩フィルムカメラとデジタルカメラの生産台数の年次推移 

（文献２、および、CIPA データを参考に著者作成） 
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図 1.2.1.3 は、いわゆるコンパクトデジタルカメラ(a)と一眼レフデジタルカメラ(b)の 2009 年度の世界マ

ーケットシェアである。通常のコンパクなデジタルカメラでは、韓国のメーカが追い上げてきており、日本

のメーカのシェアは、75％となっているが、一眼レフデジタルカメラでの日本のメーカのシェアはほとんど

100％と言われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)コンパクトデジタルカメラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) デジタル一眼レフカメラ 

図 1.2.1.3   2009 年度のデジタルカメラの世界シェア（文献２を参考に著者作成） 

 

銀塩フィルムカメラに対するデジタルカメラの優位性は、撮影画像の電子化を実現したことである。しか

し、デジタルカメラのインパクトは、銀塩フィルムの現像というウエットなプロセスを電子画像に単に置き

換えたことだけではなく、電子画像をパソコンやインターネット上で自由自在に操作し伝送できるようにし

たことである。その意味で、今世紀のはじめに起きたデジタルカメラへの置き換えは、単なる技術革新や技

術のパラダイムシフトではなく、人々の社会生活のスタイルに変化を及ぼすほどの影響を与えたイノベーシ

ョン（カメラ技術とコンピュータ技術の新結合）であると認識することができる。そして、1981 年のソニー

の MAVICA を発端とするカメラの電子化の過程で強力な特許を保持し、世界の標準化のリーダシップ２）をと
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りながらこの大きなデジタルエコノミーのイノベーションの波に乗ることができたことが、決定的な勝因で

ある。このような日本の光学メーカの強い国際競争力は、デジタルカメラだけでなく、顕微鏡についても同

様であり、液晶露光装置にいたっては、日本のメーカのシェアは 100%である。但し、半導体露光装置につ

いても、日本の光学メーカが高いシェアを維持してきたが、第 5 章で詳述されているように、ここ数年は苦

戦を強いられている。 

問題はこのような高い競争力を今後も維持することができるかどうかである。そこで、図 1.2.1.1 に戻り、

2007 年以降の国内生産高推移に注目すると、2007 年以降、国内生産高は急激に減少している。この減少は、

サブプライムローン問題を原因とする米国発のリーマンショックが要因の一つであるが、これだけでは説明

できない長期的な経済変化がある。それは、図中破線で示したように光製品の生産の Off-Shoring（海外移

転生産）が起きている事実である。例えば、自動車の場合を例にとれば、エンジン系は日本、シャーシ系は

インドネシア、ステアリング系はフィリピンで生産され、中国でアセンブルされるといったような生産工程

の国際分業がなされており、光学製品においても同様に、市場経済原理、すなわち、生産コストの最小化と

利潤の最大化が、国境を越えて進んだ結果、東アジアにおける”Deep Integration”（経済学用語）“が成立し

ている。実際、図 1.2.1.4 に示した日本とアジア諸国間、および、米国間、中国間の貿易額の年次推移を見

ると、1990 年代は、米国が主な貿易相手国であったが、2000 年代に入ると、アジア、特に、中国との貿易

額が急速に増加している。すなわち、中国をはじめとする東アジアの国々が、日本のものづくりメーカにと

って、生産拠点としても市場としても最も重要な位置を占めるにいたった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.1.4  日本の貿易パートナーの年次推移（外務省資料） 

 

1.2.2  Smiling Curve と日本の産学連携 

生産拠点としての東アジアの経済活動に注意を向ければ、図 1.2.2.1 に示した “smiling curve” が想起され

る。“smiling curve” とは３) 、台湾のパソコンメーカーの創立者である Stan Shie 氏によって提唱された付加

価値ダイアグラムである。横軸に生産工程の上流から、研究開発、キー部品、アセンブル、セールス、アフ

ターサービスの下流工程までを取ると、アセンブル工程の付加価値は低く、両端の研究開発やサービス工程

の付加価値が高いという分析である。経済アナリストの関 志雄氏３)によれば、付加価値の差は益々大きくな

っていると指摘している。このカーヴに刺激されて東アジア諸国はより付加価値の高い工程へと進出してく

ることは容易に想像できる。 
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図 1.2.2.1 Smiling Curve（文献３を基に著者作成） 

 

このため、日本のものつくり企業にとっては、研究開発やサービスなど知識ベースの工程へのシフトが

益々重要になってきており、知識活動の中核である大学との産学連携の活性化が従来以上に期待されつつあ

る４)。このため日本政府は 1995 年の法改正を期に、日本発の大学発ベンチャー振興策を推進し、主として IT

やバイオの分野に 10 億ドル規模の投資を行い、その数は、図 1.2.2.2 に示すように 2008 年には 1600 社を超

えた。しかし、過去２０年間の日本発の技術イノベーションの例として、ナビゲータ、DVD、青色 LED、ブ

ルーレイ光ディスク、ゲームマシン、デジタルカメラ、液晶パネル、太陽電池、リチウムイオン電池、ハイ

ブリッド自動車などをあげると、このような知識ベースの技術イノベーションのほとんどは、企業からであ

り、日本の大学からの寄与は、米国や欧州の大学の活躍ぶりと比べても残念ながら十分とは言えず、今後が

期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.2.2 日本の大学発ベンチャー会社の年次推移（経済産業省資料を基に著者作成） 

 

但し、本報告書の第４章第２節でも調査報告されている OCT(Optical Coherence Tomography)の場合は注

目すべき事例である５)。図 1.2.2.3 は、OCTの開発経緯を米国の場合と比較したものである。山形大学の元教
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授の丹野氏は、OCTの原理発明を、MIT教授の James Fujimoto 氏よりも、約一年早く特許出願している。し

かし、OCT 装置の初出荷に成功したのは 2004 年のことであり、MIT の場合よりも８年も遅れている。これ

は、F 教授が、MIT 内の画像処理研究の専門化や眼科医と連携をとりながら強力に研究開発を推進し、それ

を、Carl Zeiss 社（独）の米国の系列会社である Humphery 社が 600 万ドルの研究開発投資を行った結果、

理想的な形で産学連携が成立したからである。その後、Carl Zeiss 社の社長が、丹野氏を表敬訪問し、日本

で発売する OCT 装置には全て丹野氏の日本特許番号を刻印することを確約し、現在も特許使用料が支払わ

れているのは特筆すべきことである。このような OCT 開発の事例を見れば、日本の大学にもイノベーショ

ンを引き起こすチャンスが内在していることは明らかである。 
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図 1.2.2.3  OCT 開発の経緯（日米比較） 

 

1.2.3 ガラパゴス問題 

以上にように、日本の光学製品が、世界市場を牽引し勝ち戦を維持してきた事に異論の余地は無い。しか

し、今後とも携帯電話の場合のようなガラパゴス問題６)が生じないとは限らない。図 1.2.3.1 は、2010 年度

の携帯電話の世界市場シェアであるが、ものつくりをお家芸とする日本のメーカにしてはそのシェアが極端

に少ない。ガラパゴス問題とは、日本の製品がガラパゴス諸島のように世界から隔絶された国内市場環境で

設計生産された結果、製品の仕様が過剰品質や信頼性過剰の傾向となり値段も高いため、ボリュームゾーン

での競争力を失っていることを揶揄的に表現した経済現象である。また、図 1.2.3.1 の薄型テレビの世界シ

ェアに示すように、日本のメーカは韓国のメーカの後塵を拝している。 
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図 1.2.3.1  2009 年度 携帯電話の世界市場シェア（IDC 資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.3.1 2009 年度 薄型テレビの世界市場シェア（米ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｻｰﾁ資料） 

 

そこで、日本の工業製品の生産工程の特徴を整理してみると表 1.2.3.1 のようになる。すなわち、日本の生

産様式は、垂直統合型 (Vertical Integration)であり、大企業が系列会社の部品工程を統括し、自前主義で全

工程を統合することにより、各々の工程で生じるインターフェースのところを摺り合わせ技術を駆使して付

加価値を出そうとするものである。これに対し、ユニバーサルとも言える生産様式では、水平分業型が採用

されている。すなわち、全工程を部分工程に分け、各々の工程をモジュラー化して参入障壁を下げ、価格競

争を誘引してトータルコストを下げることで付加価値を出そうとするものである。従って、自動車、デジタ

ルカメラ、生産設備などのように摺り合わせ工程の多い製品では前者が有利であるが、携帯電話、PC、薄型

テレビのようなモジュラー化しやすい製品では、後者の方法が市場競争力を持つ。従って、ハイエンドでニ

ッチな市場では前者が有利であり、ローエンドのボリュームゾーンでは後者が有利となる。後者の水平分業
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型の生産方式は、経済学の創始者と言われるアダム・スミスの主著である、“An inquiry into the nature and 

causes of the wealth of the nations「国富論」７) “の第一章で鮮やかに解かれている。  

 

表 1.2.3.1  垂直統合型生産と水平分業型生産の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 今後の戦略 

 

1.3.1 コンペティティブ・オープンイノベーション (Competitive Open Innovation) 

 以上、日本の光産業が直面する現状と課題について概観し、デジタルカメラをはじめとする光学機器の分

野で日本のメーカが高い競争力を維持してきたことを確認した。また、東アジアの台頭が著しく、工業製品

の巨大な市場が形成されている一方、生産拠点としても目覚しい成長を遂げており、日本のメーカは生産工

程のうち、より付加価値の高い知的工程へのシフトを迫られていることが判明し、産学連携の重要性も再確

認された。このような状況下で、従来から日本の大企業が採用してきた垂直統合型の生産様式の見直しが始

まっており８)、製品の種類によってはガラパゴス問題解消のためにも国際的によりオープンな水平分業型の

生産様式を考慮し、新たなイノベーションを引き起こす契機に備えなければならない局面を迎えることにな

った。 

 そこで、日本のメーカが従来から高い国際競争力を維持してきた光ディスクやデジタルカメラの開発経緯

を振り返ると、実は、オープンイノベーションの成功のパターンがすでに日本に存在していたのである。す

なわち、オープンイノベーションと言っても、技術の全てをオープンにするわけではなく、業界間でオープ

ンにして標準化し市場の便宜を図って普及を促進するための技術と、独自技術のコア部とを峻別し、技術の

コアはオープンにせずむしろ非公開として徹底的に競争するというコンペティティブ・オープンイノベーシ

ョンという考え方である。クローズド・オープンイノベーション、あるいは、シークレット・オープンイノ

ベーションと呼ぶ場合もある。 

図 1.3.1.1 は、光ディスクの米国特許登録件数の世界シェアを示した図であり日本からの登録特許件数は

84%と圧倒的な数を誇示している。このような大量の特許がベースにあったため、日本のメーカは標準化の

リーダシップをとることができた。そのため、製品の設計段階から強いイニシャティブをとることができ、

オープン市場において強力な国際競争力を発揮できた９)。 
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図 1.3.1.1  光ディスクの米国特許登録件数の世界シェア（2003 年） 

 

このような事情は、デジタルカメラの分野でも同様であり、画像ファイルフォーマットのような連携すべ

き技術と各社で競争すべき技術の分業が徹底的になされ、外国に対して特許包囲網が構築された結果強い国

際競争力が維持されている２)。一方、高い国際競争力を維持しているインテルやサムスンなど外国企業の経

営手法については、文献(８)で分析されている。 

 

1.3.2 グリーン・デジタルエコノミー（Green Digital Economy）４) 

地球の温暖化は全人類にとって深刻な問題であり、一日も早い解決が期待される。そのため、今後の日本

の国際競争力発揮にとって大変重要な因子が省エネ技術である。温暖化の原因は大気中のＣＯ2 など温室効

果ガス濃度の上昇であるとされており、その削減が緊急課題である。このため日本政府は昨年来、２０２０

年に温室効果ガスを２５％削減することを目標に掲げ、数々の省エネ技術の振興策を打ち出している。政府

の省エネ振興策は、二本の柱から成り立っており、一つは太陽光発電、有機 ELなどを活用した IT技術その

ものの省エネ化、今一つはスマートグリッドのように、IT技術を活用することにより、生産工程やサービス

工程を省エネ化するものである。 メトカーフの法則によれば、経済効果は、経済の価値連鎖に繋がっている

経済要素の数の二乗に比例すると言われている。従って、図 1.3.2.1 に示すように、デジタルネットワーク

につながる加入者数やデジタル機器の数が多いほど経済効果が高まる。そのためITバブルとその崩壊にもか

かわらずわが国の FTTH 加入者数は増加の一途をたどり ADSL の加入者数をすでに追い抜き、昨年度は 1700

万加入を超えた。かつて、新幹線システムが日本の高度経済成長の一翼を担ったことと符合している。さら

に、米国の調査会社の報告によれば、2015 年にはエクサバイト(１０の 18 乗)の情報洪水が襲ってくると予

測している。このため、総務省は2020年に4900万の日本の全ての所帯にFTTHを普及させる計画を発表した。 

 図 1.3.2.1 に示すように、多くの消費者は、サービスや財の提供者に対してより高質で低コストの生活を

要求し、サービスや財の提供者は、社会インフラに対しより広帯域のネットワークを要請する。その結果こ

れら三者は互いに刺激し合って、新しい経済効果、すなわち、“Green Digital Economy”の成長を促す。こ

こにも日本のものつくり企業の今後の活路を見出すことができる。 

 

日本

欧・米

韓国

日本

欧・米

韓国
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図 1.3.2.1 広帯域ネットワークが活性化するグリーン・デジタルエコノミー 

 

（黒田 和男・立野公男） 
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第 2 章 先端光学機器を支える光学設計技術 

 

 近年の光学技術は著しい発展を続けており、従来と大きく様相が変わってきた。ここに、主に 4 つの特徴

が見られる。第 1 に、新しい要素が数多く現れた。固体光源や画像センサー、光導波路、非線形光学素子、

樹脂材料、屈折率分布素子、自由曲面素子、微細構造素子など、材料、素子、デバイスのバラエティーが格

段に増大した。第 2 に、電子技術との融合がある。カメラ、光ディスク装置などの身近な機器から、顕微鏡

や大小の望遠鏡に至るまで、機器として電子的に制御されるもの、最終的な信号が電気信号、電子情報とし

て利用されるものが多くの分野で主流になってきた。あるいは、情報システムの 5 要素（入力、出力、伝送、

処理、蓄積）にも光学技術の利用が浸透してきた。第 3 に、コンピューターの役割の拡大がある。高性能の

ハードウェアが普及すると共に、ソフトウェアにも新たな手法や使い易いツールが種々開発され、設計から

製造に至るまで，技術の様相が大きく変貌してきた。さらに第 4 の特徴として、設計指針の多様化も挙げら

れるであろう。従来は性能とコストのバランスが主な課題であったが、近年では消費エネルギーの削減、有

害物質・稀少資源の利用の削減、リサイクルや分別廃棄のコストの低減、セキュリティー上のリスク回避な

どの側面からも配慮が求められる。製品によってはユニバーサルデザインなどの文脈も設計時に考慮される。 

 こうした近年の特徴は、今後も進み、関連産業にも多大の影響を及ぼすものと考えられる。したがって、

産業動向を先取りし、今後の発展をリードして行くためには、光学関連産業の動向に幅広い視野と問題意識

を持つと共に、各種の機器の機能や性能を規定する光学現象の本質を把握し、技術動向の本筋を見極めて必

要な施策を講じることが必要である。そのためには、広い意味での光学設計技術が重要な技術基盤となる。

すなわち，キーとなる光の挙動の記述，光学システムのモデル化、条件と特性の関係の解析，動作のシミュ

レーションなどの技術や、それらに基づいたソフトウェア技術として、自動設計、最適化、設計支援などの

各種技術が大きな役割を果たすと考えられる。前記の通り、対象となる光学システムやデバイス、材料等は

多様であり、それらに対応するために必要な光学設計技術もまた多様であるが、見通しよく、正確に、効率

よく作業を進められるように、各種光学設計技術もまた発展を続けている。 

 新しい技術には新しい設計技術が必要になるものであるが、従来からある設計技術が、近年の技術動向の

影響を受けながらも、普遍的な基本技術として活躍している場面も多い。本章では、多くの技術の中でも、

近年幅広く用いられている基本的な解析技術を中心に、概要を報告する。以下、2.1 節では幾何光学、波面

光学、非共軸・偏心光学系について報告する。また、2.2 節では波動光学と電磁波解析について報告する。

さらに、2.3 節では、特に近年に特徴的な波長オーダーの構造に関わる光学現象を扱うことのできる代表的

な手法として、ＦＤＴＤ法とＦＭＭ（ＲＣＷＡ）について、それぞれの概要と代表的な応用について報告す

る。 

（本宮 佳典） 
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2.1 幾何光学、波面光学、非共軸・偏心光学系 

 

2.1.1 幾何光学の基礎 

(1) 幾何光学の基本法則 

 幾何光学は光学機器の光学設計の最も基本となる考え方である。波動光学が光を波としてとらえるのに対

し、幾何光学では光を波長０の極限として考え‘光線’としてとらえる考え方 1-2)である。幾何光学の基本法

則は以下の２つに集約される。 

① 光の直進：均質媒質中では光は直進する。それに対応して、均質媒質中では光線の経路は直線とな

る。 

② 屈折反射の法則：媒質密度が不連続に変わる媒質の境界面では光線は以下に述べる反射屈折の法則

に従い、光線の経路が折れ曲がる。屈折は射出側媒質に入る光線の経路、反射は入射媒質に戻る経

路を指す。屈折と反射へのエネルギーの配分割合は 2 つの媒質の特性、入射光線の角度によって決

まるが、その割合を出すには次節の波動光学的取り扱いが必要である。 

 

・屈折の法則（Snell の法則） 

 図 2.1.1.1 に示すような境界で、入射側空間の媒質の屈折率（真空中での光の速度を１とした時の媒質

中での光の速度の逆数。通常のガラスは１．５程度の値をとる。）を N 、射出側空間の媒質の屈折率を N 

としたとき、光線の境界入射点での境界面の法線と入射光線のなす角を 、境界面の法線と射出光線の

なす角を すれば、入射光線と境界面の法線、射出光線（屈折光線）は同一平面内にあり、 

           sin sinN N     

が成り立つ。これを屈折の法則という。また、この法則を発見したオランダ人の名をとって Snell の法

則とも言う。 

・反射の法則 

反射光に対しては、境界面の法線と反射光線とのなす角を とすれば、入射光線と境界面の法線、反射

光線はやはり同一平面内にあり 

                 

が成り立つ。これを反射の法則という。この式は上記屈折の式で形式的に N N   と置いた解の式の形

になっている。そのため、以下で出てくる近軸理論、収差論の結果の式は屈折光線について結果が出さ

れていれば、反射光線についてはこの N N   という置き換えで使えることは知っておくとなにかと便

利である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

N N 



  

図 2.1.1.1 屈折の法則、反射の法則

（1）

（2）
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(2) 近軸理論 

 結像光学系を考える場合、光学系の焦点距離、結像倍率といった光学系の基本量を定める理論が必要であ

る。このために用いられるのが、近軸理論と呼ばれる理論である。近軸理論は光学系の基準となる軸（回転

対称系では回転対称軸がとられ光軸と呼ばれる）のまわりの光束の発散、収束の度合いを軸のまわりの微小

光束を無限小まで近づけて理想結像条件を求める極限理論であり、微分と同様に厳密理論である。近軸理論

においては、図 2.1.1.2 において定義される微小光束の各面での通過高さh と換算傾角 （空間の屈折率 N

と近軸光線の傾きu の積 Nu  で定義される）が、光学系の構成面ごとに追跡される。そして、光学系全

体を通って射出したとき、射出時の通過高さhと換算傾角が入射時に対してどのように変化しているか

を求め、その変化の割合から入射側主点位置 H（入射側の空間から見た薄肉光学系としての位置）、入射側

焦点の位置 F、射出側主点位置 H’（射出側の空間から見た薄肉光学系としての位置）、射出側焦点の位置 F’、

焦点距離 f （射出側主点から射出側焦点までの距離）が求められるというものである。 

 通過高さh と換算傾角αの追跡にあたっては、面での屈折と次の面への転送を考えればよい。 

面での屈折では 

1 0

1

h h 

    
    

        
   

のように書ける。ここで、  は第 面の屈折力（パワー）で、面の曲率半径 r と面の前後の屈折率

1, ( )N N N     を使い次のように書ける量である。 

N N

r
 





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、 面から次の 1  面への面間隔dに伴う転送では、次のように書ける。 

1

1

1

0 1

h he 

  




    
         

  

但しここで、換算面間隔eはe d N     で定義される量である。そして光学系全体では第 1 面の屈折面で

の屈折、第 1 面から第２面への転送・・・最終面(第 k 面)での屈折と、屈折と転送の効果を(4)、(5)式を逐次

繰り返して次のように書ける。 

   
1

1

k

k

h hA B

C D 
    

        
   

h  

N   

Nu   

u  

図 2.1.1.2 通過高さｈと換算傾角α

N  
u  

近軸光線 
通過高さ 

面 

N u    

（5）

（6）

図 2.1.1.3 主点と焦点と焦点位置 

Δ

H 
F F’ 

H’ 

Δ’ 

（-） 

f  

（3）

（4）
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ここで、
1 1

2 1

1 0 1 0 1 01 1

1 1 10 1 0 1
k

k

A B e e

C D   
            

           
         

  

はガウス行列とよばれ、このマトリックスの 4 成分を使うと、光学系全系の焦点距離 f は 

1
f

C
   

また、図 2.1.1.3 に示す入射側主点位置（入射側から見たレンズ位置に対応する）は第 1 面から測って 

1 D

C


    

の位置、射出側主点位置（射出側から見たレンズ位置に対応する）は最終面(第ｋ面)から測って 

1A

C

    

の位置であると計算される。またこの時、入射側主点から s の位置にある物点が、射出側主点から sの位置

に結像するとすれば、 s と sの間には、薄肉レンズで成り立つ結像の式  

1 1 1

s s f
 


  

の関係式が成り立つ。そして、その結像では物体の大きさを y 、像の大きさを y、結像倍率を とすれば、 

y s

y s




 
  


 

が成り立つ。このように、全ての光学系の理想結像条件が 1 枚の薄肉レンズと等価に扱えるということがこ

の近軸理論の肝要な点である 2-3)。 

(3) 収差論 

近軸論では理想結像の条件が定められるが、実際の光学系を通ってきた光線は、瞳径が大きくなった場合

や画角が大きくなった場合には理想結像条件からのずれを生じる。この理想結像からのずれを収差と言い、

収差を扱う理論体系を収差論とよぶ 3-4)。回転対称な光学系場合、単色収差としての主要な項は 3 次の収差の

項で、瞳径と画角の依存性の違いにより、球面収差、コマ収差、非点収差、像面湾曲、歪曲収差の 5 収差に

区別され、これらはザイデルの 5 収差と呼ばれる。球面収差は図 2.2.1.4 の上図に示すように瞳径に応じて、

光軸方向の交点がずれていく収差で画角には依存しない。そのため、像面上でのスポットダイアグラムは回

転対称にぼけて、同図の下側の図のような回転対称な形状になる。 

 

 

 

 

 

 

 

一方コマ収差がある場合、像面上でのスポットダイアグラムは図 2.2.1.5 の図にあるように、彗星が尾を

引いたような形状となる。この大きさは、図のように画角に比例して大きくなるが、尾が内側に向くか外側

 

  図 2.1.1.5 コマ収差 

（7）

（8）

（9）

（10） 

（11） 

（12） 

 

         

図 2.1.1.4 球面収差 
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に向くかで内向性コマ、外向性コマと区別される。 

 像面湾曲は像面が画角の２次に比例して湾曲する収差で、瞳径に対しては、1 次に比例して変化する。こ

の時、Meridional 光線群（光軸と物点を含む面（Meridional 面）内に含まれる光線群）の作る像面の湾曲

と、Sigittal 光線群（主光線を含み Meridional 面に直交する面（Sigittal 面）内に含まれる光線群）の作る

像面の湾曲が異なれば、非点収差も発生する。この場合、図 2.1.1.6 に示すように、光軸方向にデフォーカ

スしてスポットをとっても。2 つの方向で結像位置が異なるため、完全に点になる位置は存在せず、

Meridional 光線群の結像位置 M では Meridional 方向に垂直な直線、Sigittal 光線群の結像位置 S では

Sigittal 方向に垂直な直線となり、2 つの方向の結像位置が分離してしまう。最後に、歪曲収差は画角にのみ

依存する収差で、点は点に結像し像の鮮鋭度には関係しないが、全体の像が歪んでしまう収差である。図

2.2.1.7 に示すように、その歪みかたが周辺で縮む歪曲を樽型、周辺が伸びる歪曲を糸巻き型とよぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の 5 種類の 3 次収差は、収差論に拠れば像面上の横収差展開式として、各面でも系全体としても

         

     

3 2 2 3

3 2 2

1
I cos II 2+cos2 2III IV cos V

2
1

I sin II sin2 IV sin
2

k k k

k k

Y NA Y NA Y NA Y

Z NA Y NA Y NA

  

  

         
 

      
 

 

のように書き下すことができる。この表現では、座標系は光軸がｘ軸にとられており、はｙ軸から z 軸方

向に測った方位角である。この式で、
kY は理想像高で画角に比例する量として収差展開の変数として用いら

れており、また、 NAは瞳径に比例する量の変数である。なおこの NAは、最大径では開口数（Numerical 

Aperture）に対応する量となる。この（13）式の表記は、従来から用いられている瞳径と画角の展開とは正

規化の仕方が異なっているため、みかけ上異なったように見える。しかし、この表現のほうが、正規化の尺

度単位が像側の空間にとられているために、画面サイズが同じで焦点距離が異なる光学系にも共通に用いる

ことができるというメリットがある 4)。展開係数の I、II、III、IV、V はおのおの球面収差係数、コマ収差

係数、非点収差係数、Sigittal 像面湾曲係数、歪曲収差係数であり、全系の係数は各面の寄与の係数の和と

して計算できることが証明されている。この事実は、各面でこれらの収差係数を計算すれば、全系の収差量

に対して各面がどのように寄与しているかを見積もることが出来ることを意味しており、これら収差係数は

光学機器のレンズ設計において重要な設計指針として活用されている。 

なお、収差には、上記単色収差以外に、波長によって結像特性が異なる色収差という現象もある。色収差

は、図 2.2.1.8 に示すように波長によって光軸方向の結像位置が異なる軸上色収差と波長によって像の大き

図 2.1.1.7 歪曲収差 

 

図 2.1.1.6 像面湾曲と非点収差 

（13） 

 

主光線 

S 

M 
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さが異なる倍率色収差に大別できる。前者は瞳径の 1 次に、後者は画角の 1 次に比例する収差であり、像面

での横収差展開式としては、 

  
  

L cos T

L sin

kY NA Y

Z NA





   

  
 

のように書き下すことができる。展開係数の L、T はおのおの軸上色収差係数、倍率色収差係数であり、単

色のザイデル収差同様、全系の係数は各面の寄与の係数の和として計算できる 4)。このため、これら収差係

数も光学機器のレンズ設計において重要な設計指針として活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

以上、収差論の基本を述べてきた。ただ、最近の光学設計では自動設計ソフトに頼るあまり、この収差論

の基本が忘れられることも多い。自動設計技術は光学設計にとっては確かに強力な手段ではあるが、各面の

寄与分析など収差論の手法を使って現象の本質を見極める力は、光学設計に行き詰った時、新規光学系を考

える際には非常に重要である。このことを光学設計者には強く肝に銘じておいてほしい。また、光学設計の

ソフトは、光学設計の知恵が蓄積される部分でもある。光学設計者は、上記収差論的解析手法も含め、理論

に裏打ちされた独自の設計法を光学ソフトにも盛り込んでいく努力も不断に続けていく必要がある。 

2.1.2 波面光学 

(1) 波面収差 

 点光源からの光は均質媒質中では球面波として広がる。この球面波の球面上の点はすべて位相が揃ってい

る。一般に光波の等位相の面が作る面を波面と呼ぶ。また、光線は波面に垂直な直線として表すことができ

る。たくさんの光学面を通ってきた波面は球面からずれる。波面収差とは、物体平面上の一つの物点から 

射出した波面が、光学系を通過した後、像空間で理想像点を中心に考えた仮想的な参照球面に対して持って

いる位相のズレ量に対応する量として定義される 5)。より具体的には、下図において、A’P’０は理想像点 O’

を中心とする参照球面、A’P’は A’点で参照球面に接する実際の波面を表すものとした時、P’０P’M’は P’を通る

光線で、波面 A’P’に直交する。この時、参照球面上の P’０と実際の波面上の P’の間の幾何光学的距離 P’０P’

にその空間の屈折率 N をかけた光路長W で定義される量が波面収差である。 

 

 

 

 

 

 

 

参照球面 

波面 

P’ 

P’0 

O’ 

A’ 

M’ 
図 2.1.2.1 波面収差の定義 

（14） 

図 2.1.1.8 軸上色収差と倍率色収差 
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波面収差は通常、参照球面上の点の ,y z  座標の極座標表示  ,  の関数  ,W   として表される。 

なお、波面収差と前節で記載した収差論で議論される横収差で表される光線収差とは、以下の関係で結びつ

いている 5）。 

  
sin

cos
R W W

y
N


  

   
        

 

cos
sin

R W W
z

N


  

   
        

 

ここでRは参照球面の曲率半径、 N は像空間の屈折率を表す。 

(2) 波面収差の Zernike 多項式による展開 

波面収差の瞳座標での展開の場合、回転対称な光学系の場合のように開口が円形の時には、円形開口に対

する直交多項式である以下に与える Zernike 多項式 ( , )nmZ   を使った展開 

0

( , ) ( , )
n

nm nm
n m n

W A Z   
 

      

（但し は最大値が１に規格化された瞳径 max    、 nmA は一般に画角や偏心量に依存する展開係数） 

が波面測定結果の表現式として使われることが多い 6)。これは多項式に直交性があるためにフィッティング

の係数がフィッティングの項数によらず決定でき、取り扱いが容易なことによる。以下に Zernike 多項式

( , )nmZ   およびその主要な意味を具体的に示す。（なお、この表現においては、偏心によって生じる回転非

対称の項も含めて示している。） 

  表 2.1.2.1  Zernike 多項式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0    0 

1    1 

1   －1 

2    0 

2    2 

2     －2 

3    1 

3   －1 

3    3 

3   －3 

4    0 

4    2 

4   －2 

5    1 

5   －1 

6 0 

・

ｎ   ｍ ( , )nmZ  

1 

cos   

sin   
22 1   

2 cos 2   
2 sin 2   

2(3 2) cos    
2(3 2) sin    

3 cos3   
3 sin 3   

4 26 6 1    
2 2(4 3) cos 2    
2 2(4 3) sin 2    

4 2(10 12 3) cos      
4 2(10 12 3) sin      

6 4 220 30 12 1      

Meaning 

Y Tilt 

Z Tilt 

Focus 

Astigmatism 0 or 90deg 

Astigmatism ±45deg 

Y Coma and Tilt 

Z Coma and Tilt 

 

 

Spherical and Focus 

（15） 

（16） 
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(3) Field-Zernike 関数による収差展開 

上記の波面収差の瞳座標での展開の場合、波面収差の評価は測定された像点ひとつに対してだけである。

波面収差の測定点が多い場合、各点の評価はできてもその像面座標に対する依存性については評価できない。

半導体露光装置のように、投影レンズの結像性能を露光領域のすべての像点で評価しなければならない場合、

波面収差を瞳座標と像面座標の両方で表現できる関数が必要とされる。そのために新しく提案されたのが

Field-Zernike 関数による波面収差の展開である。 

Field-Zernike 関数は像面座標 ,y z と瞳座標 ,  を変数とし、瞳面上で定義される Zernike 項  ,kZ   と

像面上で定義される Zernike 項  ,lF y z を用いて次のように表される。 

（瞳面上で定義される Zernike 項が回転対称の特徴を示す項の場合） 

     
1 1

, , , , ,j l kT y z F y z Z     

（瞳面上で定義される Zernike 項が、極座標表示で表すと動径に対する依存性が同じで角度方向に 90°異な

る Zernike 項（cos 項、sin 項）の組み合わせを持つ場合） 

         
1 1 2 2

, , , , , , ,j l k l kT y z F y z Z F y z Z         

ここで、 j は Field-Zernike を特定する番号であり、 1 2 1 2, , ,l l k k はそれぞれの Zernike 項を特定する番号で

ある。この Field-Zernike 関数を使うと、収差分布を少ない測定点でもより正確に推定できる事、測定点以

外の収差分布もより正確に予想できることが報告されている 7-8)。 

 

2.1.3 非共軸・偏心光学系 

(1)  非共軸光学系の登場 

 従来、光学系としては、光軸という回転対称軸の上に曲率中心を持つ球面の屈折面を複数面並べて構成さ

れる、共軸屈折光学系が広く用いられてきた。この光学系はその回転対称性から、回転非対称な偶数次の収

差が発生しないという特徴をもち、収差論的にも合理的な光学系である。 

一方、共軸光学系の範疇には、構成面が反射面を含む光学系も存在する。こうした反射面を使う光学系は、

反射面が色収差を発生させないこと、正のパワーでも負のペッツバール項の値を取る点など、設計上では大

きなメリットがあるが、反射面で光路が折り返され、軸上の光束がけられて使えないというデメリットのた

め、その利用は望遠鏡の光学系など一部の用途に限られてきた。 

しかし、自動設計技術の向上に伴い、１９９０年前後から、反射面を用いながらも、物体中心と瞳中心を

通る基準波長の光線（以下では基準軸光線と呼ぶ。）でもけられない構成とした非共軸光学系の設計が見うけ

られるようになってきている。こうした光学系では、物体中心と瞳中心を通る光線が折れ曲がった経路をと

り、この光線に対して構成面が非対称な配置となるため、非共軸光学系と呼ばれる。こうした光学系では構

成面も非対称な非球面が偶数次収差補正のために用いられるのが一般的である。 

(2)  非共軸光学系の表現法 

非共軸光学系の設計値の表現方法としては、大きく以下の 2つの表現形式に大別される。 

A. 偏心光学系としての表現：共軸光学系の面を回転非対称化するとともに、表現の原点や座標軸を偏心

させて光学配置を表現する方法。従来の共軸光学系に、「偏心」という考え方を付け加えるだけで光学

系が表現できるため、現在広く用いられている。しかしこの考え方では、基準軸光線を固定した設計

（17） 

（18） 
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や、光学系の近軸量や収差解析が行いにくいという欠点を持つため、以下の Off-Axial 光学系として

の表現が考え出された。 

B. Off-Axial光学系としての表現 9)：共軸光学系のレンズデータ（R:面形状、D:面間隔、N:硝材情報）を

拡張し、更に（A:基準軸光線の折れ曲がり情報）を加えて表現する方法で、図 2.1.3.1 に示すように光

学系の概念自体が拡張されているところに特徴がある。この表現方法では、「偏心」という考え方を用

いず、面形状の表現式の原点が常に基準軸光線の光路として定義される「基準軸」上に置かれ、しか

もその軸に沿った理論が構築されているために、基準軸光線を固定した設計や、光学系の近軸量や収

差解析が行いやすいという特徴がある。 

 
               

 

(3) 非共軸光学系の近軸量や収差解析の概要 

（a）Off-Axial 光学系の近軸解析 

非共軸光学系としての近軸量や収差解析について、Off-Axial 光学系の考え方を使って簡単に紹介する。 

Off-Axial 光学系とは、図 2.2.3.2 に示すように折れ曲がった「基準軸」に沿って 

   2 2
20 11 02

3 2 2 3
30 21 12 03

4 3 2 2 3 4
40 31 22 13 04

( , ) 2

3 3

4 6 4

x y z C y C yz C z

D y D y z D yz D z

E y E y z E y z E yz E z

  

   

      

 

で定義される 2 次の項から始まる自由曲面が配列されていて、レンズデータが RDNA データ（R:面形状

データ、D：面間隔データ、N:硝材データ、A：基準軸の曲がり方を規定する角度データ）で与えられる光

学系である 9-10)。 

     

θ 
θ ′ θ １ 

θ １ ′ 

Off-Axia l Refrac tion Surfac e

Referenc e Axis

Referenc e Ray

Off-Axia l Refrac tion Surfac e

Off-Axia l Refrac tion Surfac e

Surfac e Norm al

Im age Plane

Objec t Plane

Surfac e Norm al Off-Axia l Reflec tion Surfac e

 

 図 2.1.3.2 Off-Axial 光学系の考え方 

図 2.1.3.1 光学系の包含関係 

（19） 
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  Off-Axial 光学系の基準軸に沿った近軸解析においては、「光線基本４元ベクトル」と名づけた（20）式に

示される 4元ベクトルの導入が有効である。 

            y

z

y

z

h

h
I





 
 
   
  
 


  

 ここでhは光線の入射高さ、 は換算傾角を表わすが、この傾角成分は正接成分として記述されるもので

ある。この新概念のベクトルに対し、射出側の 4元ベクトル I 

を入射側の4元ベクトル I


 で級数展開するこ

とを考える。その数学的表現はテンソルを使った表現を用いれば次の（21）式のように表わすことができる。 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3
.i ij j ij j j j ij j j j j jI G I H I I M I I I       
 

この展開表現において、近軸特性はガウス行列 ijG に集約的に表現される。 

1 つの Off-Axial 曲面での屈折に対しガウス行列 fG は面形状の曲率に関連するデータ 20C 、 11C 、 02C と境界

両サイドの屈折率N 、N および面法線と基準軸とのなす角の方向余弦cos 、cosを使って次のように書け

ることが証明できる 11)。 
    

* *
20 11

* *
11 02

cos
0 0 0

cos
0 1 0 0

cos
2 2 cos 0

cos
2 cos 2 cos cos 0 1

fG

N C N C

N C N C







  

 
 
 
   
 

 
   

       

但し  

              * cos cos

cos cos

N N
N

 
 

  



 

同様に、次の面への転送に対してのガウス行列 tG は共軸光学系と同様の以下の形式で表わされる。 

1 0 0

0 1 0

0 0 1 0

0 0 0 1

t

e

e
G

 
  
 
 
 

 

 ここで、eは次の面への換算面間隔で基準軸に沿った間隔を空間の屈折率で割ったものである。 

光学系全系のガウス行列は各要素に対するこれらの屈折と転送の繰り返し積として次のように表わされる。 

( 1) ( 1) 2 2 1 1kf k t k f t f t fG G G G G G G G     

ここで、この近軸特性をあらわすガウス行列G は系の RDNA データを使って表わせる。また、すべての A デ

ータを０とすれば共軸系の表現になることを示すことができるが、このことは Off-Axial 光学系を共軸光学

系の拡張概念として位置付けることの合理性を示すものであるということができる。 

 

（ｂ）Off-Axial 光学系の収差解析 

  Off-Axial 光学系の収差論的解析に対しては、「光線通過点 4元ベクトル」と名づけた別の 4元ベクトルの

表現が有効である 10)。 

.

,

.

.

. 

（20） 

（21） 

（22） 

（23） 

（24） 

（25） 
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cos

sin

cos

sin

b

b
p

r

r






 
 
 
 
  
 

   

この 4元ベクトル p

は、上の 2成分が物体面内での正規化された光線通過点座標、下の 2成分が入射瞳面内

での正規化された光線通過点座標で表わされている。 I 

の場合と同様に、この射出側の光線通過点 4元ベク

トル p

は、入射側の 4元ベクトル p


 を使って以下のようにべき級数展開ができる。 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3
.i ij j ij j j j ij j j j j jp T p U p p V p p p       
 

ここで（27)式から入射側の 4 元ベクトルを引き去ると次のような表現となるが、これが最終的なテンソル

表示を用いた収差展開の表現である。 
    

 
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3

.i i ij ij j ij j j j ij j j j j jp p T p U p p V p p p       
                            

 この表現において、 ij ijT  （但し ij はクロネッカーのデルタ）は 1次の収差係数（１次収差には、軸上非

点収差や正方形が平行四辺形に歪む歪曲が含まれる。）、
1 2ij jU  は 2 次の収差係数（２次収差には軸上コマ収

差や像面の傾き、台形歪み等の回転非対称な歪曲が含まれる。）、
1 2 3ij j jV  は 3 次の収差係数（３次収差には共

軸回転対称系で存在する Zeidel の５収差以外にも回転非対称な収差も存在する。）を表わしている。 

 この表現でもわかるように、非共軸光学系の収差は共軸回転対称系とは異なり、1 次と偶数次の収差をも

含む複雑なものとなるが、こうした収差解析の詳細はこの理論の原著論文を参照されたい 10-12)。 

 

(4)  非共軸光学設計の設計例 

 自由曲面を使った非共軸光学系の設計例として、図 2.1.3.3 に示されるような光学系を挙げることができ

る。この光学系では反射面５枚を使い、中間結像を持つ前絞りの撮像光学系となっている。なお、この光学

系は Off-Axial 光学系の考え方に則って設計されているために、入射の基準軸光線と射出の基準軸光線が反

平行になるように設計できていることにも特徴がある 12-13）。 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に Off-Axial 光学系を使ったズームレンズの設計例を図 2.1.3.4 に示す 13)。このレンズにおいては、上記

（26） 

（27） 

（28） 

   

Image Plane 

Aperture Stop

図 2.1.3.3 非共軸光学系の設計例 1  
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の単レンズの特徴でも述べたように、ズームレンズを構成する各群の基準軸が入口部分と出口部分で平行に

なるように基準軸配置が固定された設計となっているため、通常の共軸光学系と同様に各群の間隔を変える

ことでズームレンズが実現できる。このようなズーム系の設計に対しては、 “偏心”の考え方では面の最適

化に対して基準軸の固定が難しいため対応がとりにくいが、Off-Axial 光学系の考え方はレンズの A データ

を固定さえしておけばよい。そういった意味で Off-Axial 光学系の考え方は、こうしたズーム光学系の設計

には必須の重要な考え方であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 非共軸光学系の今後 

以上、これまでの自由曲面を使った光学系について、非共軸光学系を撮像系へ展開するという観点で関連

しそうな設計例を中心に述べてきた。こうした非共軸光学系は従来の共軸光学系に対して、新たな光学系の

可能性を秘めているのは確かである。その可能性を広げている主な特徴点としては 

1. 自ら光路をけらない反射光学系が得られる 

2. 上記に絡み、色収差補正がやりやすい 

3. 光学系の配置の自由度が高い 

4. 複数の面を一体化したユニットが可能 

5. 面の表現パラメーターの自由度が多い 

などが挙げられよう。これらのメリットにのっとり、上記で紹介した光学系以外にも、たくさんの設計例、

試作例が報告されている 14-22)。 

一方、非共軸光学系が普及するに当っての障害は、上記 1.の反射面が使えるメリットとは反対に、 

・ 高い面精度への要求 

・ 対称性の低い面を使うことになるので、面加工、面評価に高い技術力が必要 

・ 上記に伴うコストアップ 

といった課題もかかえている。こうした課題を解決するような技術開発に注力することが今後重要である。 

 

2.1.4 おわりに 

以上、収差論の基本を述べてきた。ただ、最近の光学設計では自動設計ソフトに頼るあまり、この収差論

の基本が忘れられることも多い。自動設計技術は光学設計にとっては確かに強力な手段ではあるが、各面の

図 2.1.3.4 Off-Axial 系の考え方に則った撮像系ズームレンズの設計例  

Middle Position Wide Angle End Telephoto End 
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寄与分析など収差論の手法を使って現象の本質を見極める力は、光学設計に行き詰った時、新規光学系を考 

える際には非常に重要である。このことを光学設計者には強く肝に銘じておいてほしい。また、光学設計の

ソフトは、光学設計の知恵が蓄積される部分でもある。光学設計者は、上記収差論的解析手法も含め、理論

に裏打ちされた独自の設計法を光学ソフトにも盛り込んでいく努力も不断に続けていく必要がある。 

 

（荒木 敬介） 
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2.2 波動光学と電磁波解析 

 

2.2.1 波動光学 

 近年の光学設計技術や加工技術の向上により、幾何光学的には理想に近い精度の光学系が実現できるよう

になってきた。また、微細加工技術の発展により、波長オーダーの構造を持つデバイスを光学機器の構成要

素として使うこともできるようになってきた。こうした光学系では、光の持つ波としての性質が顕在化し、

機器の性能を規定するようになる。そのため、光の挙動を解析し，素子や部品，システムを設計するための

光学モデルとして，波動光学，あるいは電磁場解析の重要性が増大してきた。 

 光学は，大きく幾何光学，波動光学，量子光学に分けて考えられる。幾何光学では光を光線として扱い，

波動光学では光を古典的な電磁場の波、すなわち光波として扱い，量子光学では光子（量子化された電磁場）

として扱う。それぞれのイメージを図 2.3.1.(1).1 に模式的に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.1.1 幾何光学における光線，波動光学における光波，量子光学における光子のイメージ 

 

 波動光学の基礎となる方程式は、古典電磁気学のマクスウェル方程式 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

である。ただし、磁場をH、磁束密度を B、電場を E、電束密度を D、電流密度を j、電荷密度を とする。 

 場が角周波数 で変動する場合を考え，時間発展を表す位相因子として exp( i t) を用いる。一様かつ等

方的な線形媒質では、 

 

(5) 
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(6) 

 

との関係が成り立つ。ただし、 は誘電率、 は透磁率である。等方性媒質なので誘電率はスカラー量だ

が，異方性媒質でははテンソル量になる。一般的には ,  共に の関数であるが、多くの光学材料におい

て、 は真空の透磁率と呼ばれる定数0 に等しいと見なせる。 

 媒質中に電荷も電流もない場合に式(1)～(6)を適用すると、電場，及び磁場のx, y, z方向成分Ex, Ey, Ez, Hx, Hy, 

Hz がそれぞれヘルムホルツ方程式 

 

(7) 

 

を満たすことがわかる。ただし，2 を k2と置いた。ヘルムホルツ方程式は広義には波動方程式とも呼ば

れる。なお、 と の依存性を無視できる場合は、式(1)～(6)から波動方程式が導かれる。また、 とが

空間座標に依存する場合は電磁場の各成分の満たす方程式は独立にならない。しかし、空間座標依存性が小

さい場合には、各成分が式(7)を満たすとする近似も広く行われる。 

 波動光学の中で，電磁場をベクトル場として意識する領域は電磁光学と呼ばれることがある。また、スカ

ラー値関数に対するヘルムホルツ方程式の解の挙動に注目して光の挙動を扱うのがスカラーモデルであり、

光をそのように扱う場合に限定して波動光学と呼ばれることもある。また，波動光学と量子光学とを合わせ

たものが物理光学と呼ばれることもある。 

 光線，光波，光子の各描像から、状況に応じて適切な描像を選択することが必要である。多くの光学機器

には，幾何光学的に扱うべき部分と，波動光学的に扱うべき部分が共存していて、両者の間でのモデルの整

合や協調が必要である。これに対して、量子光学が使われるのは，光や材料を量子力学的に扱う必要がある

場合で、受発光素子，非線形光学や分光学，量子暗号や量子コンビューター等に関わる領域などがその典型

である。光学技術の発展に重要な役割を果たすものであるが、光学機器の設計の視点からは適用領域が限定

されていると見ることもできる。そこで、以下では波動光学の範疇で広く用いられている代表的な解析手法

について報告する。 

 

2.2.2 スカラー波回折モデル 

 光を周波数成分に分解して考えることの帰結として、光の場には位相が付随する。複数の経路を経て重な

り合う光は、位相が揃っていれば強め合い、位相が 180°近くずれていれば弱め合う。これが位相の干渉効

果である。電磁場はベクトル場であるから、実際に重畳されたときの場は、ベクトルの加算で求まるもので

ある。しかしながら、電磁場の向きがある程度揃っている場合には、位相関係に依る干渉効果が支配的にな

る。このような状況にある光学系では、位相の効果だけを考慮するモデルでも十分有効に光の挙動を扱うこ

とができる。スカラー波モデルはそのようなものと理解することができる。 

 回折は、光の直進に対照される概念である。たとえば、光が遮蔽物に当たったとき、もし光が直進するな

らば光が到達し得ない領域にも、光の波動性のためにわずかに光が回り込む。これが典型的な回折現象であ

る。しかし、これと同様の機構で説明できる、より広い範囲の現象が、回折と呼ばれている。 

 透過型の典型的な回折の図式を図 2.2.2.1 に示す。反射型の同様の現象も、回折と呼ばれる。 

02
2

2

2

2

2

2











 

k
zyx

HB 

37



16/37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.2.1 透過型の回折の図式の例 

 

 図 2.2.2.1 の中で、(a)は微小開口による回折、(b)はエッジによる回折、(c)は周期的な開口による回折であ

る。さらに(d)は周期的な位相変調構造、(e)は空間的に周期的な変調構造である。変調は必ずしも周期的であ

る必要はなく、(f)のような小物体によるものでもよい。通常、(f)の図式は散乱と呼ばれることも多いが、回

折の一種と見なすこともできる。 

 このように、回折には多くの態様があるが、それらを式(7)に基づいて扱うのがスカラー波回折モデルであ

る。スカラー波回折モデルは、ベクトル波回折モデルと比べると、偏光の概念がなく位相の効果しか考慮し

ていないため当然ながら精度は劣る。しかしながら、計算負荷は非常に軽いため、たとえば多くの条件を変

化させながら光学系の特性がどのように変化するかを、系統的、網羅的に知りたい場合などでは有力な手法

となる。そのようにして概略の特性を把握した後で、必要に応じてより厳密なモデルで詳細の検討に進むこ

とになる。その意味でスカラー波回折モデルは今後も幅広く使われる手法であると考えられる。 

(1) グリーンの定理による定式化 

 スカラー波回折モデルの定式化としては、任意の微分可能なスカラー関数,  に対するグリーンの定理 

 

(8) 

 

に基礎を置く方法が代表的である 1-3)。外向き球面波 

 

(9) 
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をグリーン関数としてに代入すると、ヘルムホルツ・キルヒホッフの積分定理 

 

(10) 

 

が導かれる。ただし、rpは場を求めるべき位置であり、n は境界面の外向き法線方向の座標、r は 

 

(11) 

 

で定義される、r と rp の距離である。式(10)から分かるように、境界面における場の値 とその法線方向の

勾配∂/∂n が与えられれば、内部の任意の位置の場が求まる。さらに式(10)を図 2.2.2.2 の境界面で囲ま

れた領域に適用すると、フレネル・キルヒホッフの回折公式 

 

(12) 

 

が導かれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.2.2 回折公式の積分領域モデル 

 

(2) 平面波展開による定式化 

 グリーンの定理による定式化は、任意の形状の境界面に対して適用でき、場の値 とその法線方向の勾配

∂/∂n の影響が定式化されているため、適用できる範囲が広い。しかしながら、導出がやや煩雑な嫌いが

ある。これに対して平面波展開による定式化は、平面で場が与えられなければならないなどの限定はあるも

のの、多くの場面で有効に使えるため、便利である。特に球面波のワイルの表現を用いて容易に厳密な定式

が得られるため、開口近傍の場を扱う際には有力な手法になる。 
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図 2.2.2.3 平面波展開による回折の定式化 

 

 図 2.2.2.3 に平面波展開の方法を適用する光学系を模式的に示した。光は概略 z 方向へ、すなわち図の左か

ら右へ進むものとする。このとき、z = 0 における場の分布が与えられたときに、0 < z での場を求めることを

考える。空間内の 0≦z の領域で媒質が一様、等方であるとすると、式(7)の並進操作に対する固有解は 

 

(13) 

 

で与えられる。ただし、x →±∞、あるいは y →±∞で発散しないものとして、kx, kyは実数とする。また、

式(13)が式(7)の解であるための条件から kxは kx, kyの関数として定まり、 

 

(14) 

 

であるとする。ここで、0 < z の領域の光の場が 

 

(15) 

 

と表されるとする。すなわち、指数部の z の係数がikz となる成分は無視できるものと仮定する。これは、

光が概ね z 方向に進むとの仮定に対応する。 

 ここで z を 0 として式(15)に代入すると、 (x, y, 0)と A(kx, ky)は互いにフーリエ変換と逆フーリエ変換の関

係にあることが分かる。したがって 

 

(16) 

 

となる。式(16)を式(15)に代入すると、 

 

(17) 

 

と書くことができる。ただし，点像分布関数 F を 
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(18) 

 

と定義した。ここで，球面波のワイルの表現 4-7) 

 

(19) 

 

 

の両辺を z で微分して得られる 

 

(20) 

 

の関係を用いると、式(18)は 

 

(21) 

 

となる。これを式(17)に代入すれば、 

 

(22) 

 

が得られる 7)。ただし、式(22)の r は 

 

(23) 

 

で与えられる。式(22)は式(15)で場が与えられる場合には厳密な解である。 

(3) フレネル回折とフラウンホーファー回折 

 実際の光学系には、式(10)あるいは式(22)に対して、さらに近似を進めても妥当と考える場合がある。た

とえば、式(22)に対して、 

 

(24) 

 

(25) 

 

と近似できる場合、すなわち z が波長や x, y に比べて十分大きいとき、式(22)は 

 

(26) 

 

となる。式(26)はフレネル回折の式である。 
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 さらに 

 

(27) 

 

としたとき、 

 

(28) 

 

と近似できる場合、式(26)は 

 

(29) 

 

となる。式(29)はフラウンホーファー回折の式である。積分の部分が、実質的にフーリエ変換の形で定式化

されるため、回折現象を見通しよく扱うことができる。 

 なお、開口半径が a で、x, y の範囲が a で制限される場合、フラウンホーファー回折の成立条件は、フレ

ネル数と呼ばれる無次元のパラメーター 

 

(30) 

 

が 1 より十分小さいこととして表すこともできる。以上、厳密な表式と近似式の関係を整理した。近年の光

学系には近似の条件が必ずしも十分には成立しない状況が多い。そのため、よく知られている基礎的な理論

であっても、期待できる精度や適用限界などを改めて確認する配慮が重要となっている。 

 

2.2.3 多層膜光学解析モデル 

 光学多層膜 8, 9)は、高反射率の反射鏡、反射防止膜、波長フィルターなどの機能を実現するコーティング

として幅広く用いられている。これらのコーティングは先進的な光学技術にも種々用いられ、その設計手法

として多層膜の光学解析モデルは近年も重要な位置づけにある。 

 しかしながら、いわゆる光学コーティング以外にも、多層膜の光学解析モデルは幅広く用いられる。たと

えば、近年、光学的に様々な機能を有するデバイスを実現するものとして期待されている、フォトニック結

晶がある。フォトニック結晶は通常は 2 次元、あるいは 3 次元の周期構造を有するもので、それらの構造は

多層膜のモデルで扱う事はできない。しかし、１次元の周期構造を考えると光学多層膜と等価な系になる。

これを 1 次元のフォトニック結晶と呼ぶことについては議論もあるようだが、フォトニック結晶の基本的な

性質の幾つかは周期構造を持つ多層膜でも発現し、その物理現象としての機構を理解する上で光学多層膜の

モデルは有効である 10)。その他、機能性薄膜や金属膜を含む系の特性を解析する際に、多層膜の光学解析モ

デルは幅広く使われる。たとえば、半導体や材料、バイオなどの薄膜分野で使われるエリプソメーターのデ

ータ解析でも光学多層膜の解析が基本になる 11)。また、光ディスクの記録膜に対する光吸収の解析 12)、表面

プラズモン共鳴の特性解析 13, 14)、あるいは近接場光学の一種である SIL(solid immersion lens)を用いた光記

録の解析 15-17)などにも用いられている。 
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 近年発展してきたこうしたデバイスに光学多層膜の解析モデルを適用することは、基本的には問題なく、

可能である。ただし、機能材料や近接場の解析を含む場合、吸収性の媒質や、エバネッセント波の挙動など

が重要な役割を果たす場合がある。コーティングなどを想定した光学多層膜の解析プログラムには、透明媒

質を想定したものもあると思われるが、吸収やエバネッセント波の状況によっては大きな減衰を伴う場合も

ある。そうした場合に、単純なアルゴリズムだと計算精度が著しく低下する可能性もある。したがって、そ

の辺りの確認をする必要はある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.3.1 光学多層膜のモデル 

 

 光学多層膜のモデルを図 2.2.3.1 に示す。領域 m 内の光の場（電場と磁場）は、s 偏光の場合、 

 

(31) 

 

 

(32) 

 

のように表すことができる。ここで、amは前進波の振幅、bmは後退波の振幅を表す。これらの値が定まれば、

電磁場が求まる。領域 m と領域 m + 1 の境界で電場と磁場の境界面に垂直な成分が連続であるための条件と

して、すべての領域の kmx は等しい。また、振幅 am, bmに関する漸化式 

 

(33) 

 

(34) 

 

（m = 0, 1, …, N）が成り立つ。また，bN+1が 0 であることが必要である。振幅振幅 am, bm (m = 0, 1, …N + 1) は
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全部で 2N + 4 個あり、これらに対する条件は 2N + 3 個あるので、相互の比が全て決まる。 

 同様に p 偏光の場合の領域 m 内の光の場は、 

 

 

(35) 

 

 

(36) 

 

となり、振幅 am, bmに関する漸化式は 

 

(37) 

 

(38) 

 

となる。係数を定める手順は、s 偏光の場合と同様に進めることができる。 

 全部で 2N + 4 個の係数のうち a0 = 1, bN+1  = 0 とすると、入射光の電場の振幅を 1 としたことになり，未

知数は 2N + 2 個となる。これに対して，式(33), (34)が 2N + 2 個の条件を与えるので，それらの全体を 2N + 

2 変数の連立方程式として解くことで全ての係数が求まる。ただし，層の数に比例した寸法の行列計算にな

るため，処理がやや煩雑である。これに対して，式(33), (34)を漸化式と見て係数を順次定めて行くと見通し

がよい。また，特性行列 9)を使う方法や，後退波と前進波の比を先に求める手法 12)なども有効である。 

 

2.2.4 ビーム伝搬法 

 ほぼ一方向に光が伝搬する場合の解析手法として、ビーム伝搬法（BPM: beam propagation method）が

あり、導波路などを伝搬する光の状態を解析する際などに広く用いられている 18-20)。電荷も電流もないもの

とし、時間発展は位相因子 exp( i t) で記述されるものとする。このとき、マクスウェル方程式(2)の両辺の

rot をとって式(1), (6)を代入すると、 

 

(39) 

 

との表式が得られる。一般的なベクトル公式 

 

(40) 

 

および、式(3), (5)から得られる関係式 
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から、電場 Eが満たす微分方程式 

 

(42) 

 

が得られる。導波構造を考えるので は空間座標の関数であるが、屈折率の空間的な変化が緩やかで、式(42)

の第 2 項は無視できるものとする。また、2 を k2と置くと、 

 

(43) 

 

となる。誘電率と共に k も空間座標の関数であるが、基準値 k0からあまり離れることなく、滑らかに変化す

るものとする。このように近似できるとき、電場の各成分は独立にヘルムホルツ方程式を満たすので、スカ

ラー場として解を求めることができる。 

 電場の代表的な成分を E とする。光の伝搬方向が概ね z 方向であるとすると、 

 

(44) 

 

と置いたときに、関数 F の z 方向の変化は小さいと考えられる。このとき式(43)から 

 

 

 

(45) 

 

が得られる。ただし、中括弧の演算子を P と置いた。この微分方程式から F を求める。 

 ここで、式(45)の左辺第 2 項を十分小さいとして無視すると、 

 

(46) 

 

という、z に関する 1 階の微分方程式が得られる。そこで、z が 0 で境界条件として F(x, y, 0)を与えれば、正

の z に対して F(x, y, z)を求めることができる。 

 あるいは、式(46)を微分した式 

 

(47) 

 

を式(45)に適用して 

 

(48) 

 

とすることもできる。式(46)の代わりに式(48)を用いて関数 F を求めることもできる。 
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 式(46), (48)のいずれも、右辺は微分演算子を用いて iF と書くことができる。このとき、F(x, y, z)から

F(x, y, z + z)を求める方法として、F(x, y, z)のフーリエ成分を求め、P を、したがってを求め、成分ごとに 

 

(49) 

 

とする考える方法がある。また、 

 

(50) 

 

とする考え方法がある 18)。式(49)に基づき、高速フーリエ変換を用いる手法は FFT-BPM と呼ばれる。また、

式(50)のように有限差分法で解を求める手法は FD-BPM と呼ばれる。 

 

2.2.5 電磁場解析手法 

(1) FDTD 法と RCWA 

 スカラー回折モデルは見通しがよく、幅広く用いられているものの、ベクトルとしての性質が現れる状況

を正しく扱うことは困難である。また、多層膜の解析はベクトル波としての解析モデルであり、適用可能な

系では有効なものの、境界面が平行な平面に限定されているため、より複雑な構造を持つ対象における光を

正しく扱うことは困難である。また、ビーム伝搬法も、式(44)の関数 F について z 依存性が緩やかとの仮定

がありる。近年の光学技術のキーとなる部分には、これらの手法では十分に対応しきれない部分がある。こ

うした場合、すなわち複雑な構造を持つ対象における光の，ベクトル場としての挙動を扱う場合の手法とし

て、FDTD(finite-difference time-domain)法 21-24)と、RCWA(rigorous coupled-wave analysis)25-30)が近年広

く使われている。なお，RCWA は FMM（Fourier modal method）とも呼ばれる。 

 両者を比較すると、RCWA は周期的な構造を持つ系にしか適用できないが、計算効率は高い。これに対し

て FDTD は、モデルによる原理的な適用制限はないが、計算規模が大きくなる。したがって、RCWA で対

応できる系に対しては RCWA が、できないものは FDTD が使われるのが基本的である。ただし、系に周期

構造があっても、周期が長い場合、特に 2 次元方向に長い周期がある場合には、計算量が著しく増大するた

め、必ずしも RCWA が有利とは限らなくなる。 

 これらの手法は、近年、多くの分野で幅広く用いられている。これらについては、2.4 節で詳しく報告さ

れる。 

(2) 有限要素法 

 有限要素法（FEM: finite element method）は、数値解析手法の一つであり、主に構造力学の分野で発展

したものである。汎関数の極値問題を変分法で解いて場を求めるレイリー・リッツ法や、汎関数を構成でき

ない場合には重み付き残差法としてガラーキン法に基礎を置き、系を要素に分け、メッシュを作って行列を

解く問題に帰着させる。電磁場解析への応用は、やや遅れたが、ノードベースからエッジベースの有限要素

法へと発展し、電磁場解析へも盛んに使われるようになった 31-33)。基本的に周波数領域の手法であったが、

時間領域にも応用されるようになった 34)。 

(3) 境界要素法 

 境界要素法（BEM: boundary element method）は、グリーンの定理を用いて境界面上の関数に関する積
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分方程式として数値的に解く手法である 35, 36)。空間を分割するよりも境界を分割する方が節点数が少なくて

すむため、効率的な計算が可能である。ただし、複数の材料が組み合わさる系では境界面間の作用が複雑に

なるため、適用し難しくなるなど、効果的でない場合も多い。 

(4) DDA 

 DDA（discrete-dipole approximation）は、主に散乱問題に用いられてきた手法であるが、種々の対象に

柔軟に対応することも可能である 37, 38)。 

(5) C メソッド 

 C メソッド（C-method）は、主に回折格子の理論計算で用いられる手法で、境界面が座標面に一致する

ような座標変換を施すものである。境界条件の記述が単純化され、高効率の解析が可能である 39-43)。 

(6) CIP 法 

 CIP 法（constrained interpolation profile, cubic-interpolated propagation）は、移流方程式を基礎に置

き、場の勾配も従属変数として用いることで高精度の解析を実現しようとする手法である。近年、電磁場解

析の手法としても注目されている 44-46)。 

 

2.2.6 おわりに 

 光学解析のモデルや手法は多様であり、応用分野も様々である。材料の特性や形状、対称性、寸法、期待

する計算精度などの条件によって、手法を適切に選択することが望ましい。しかし，条件の微妙な違いによ

って計算の効率や精度が変わることもある。モデル選択の処方は必ずしも確立したものではなく、知識と経

験を参考に試行錯誤で選択される場面も多いようである。 

 本稿では多様な解析手法の中でも、基本的なものを中心に紹介した。近年は高性能なパソコンの普及等を

背景に、多くの用途で FDTD 法が使われるようになってきたが、対象や目的によっては他の手法が適切な場

合もある。各手法の特徴を踏まえると共に、使用する計算機の特性や、対象とする光学系の特徴，計算の目

的なども考慮して、採用する手法の選択や、新たな手法の開発をすることが必要である。基礎知識の習得と

先端情報の収集の両者が重要であることは分野を問わないが、光学設計分野でもまた然りである。 

 今後の我が国の光学機器産業では，特許や国際規格化で世界をリードできる製品分野を生み出すことが重

要と思われる。そのためには，新規な製品に関わる多くの技術要素と製品の総合的な性能との関係を把握し，

モデル化して，最適な構成や部品を設計すること，さらに新規な技術要素を特許として権利化し，それを反

映した標準規格を実現し，業界を牽引して普及させることが必要であろう。つまり，そのような活動の推進

力となる光学設計技術者を育成することが肝要である。国内外の競合者を説得し協調できるだけの必然性を

持った新しい技術の規格案を提案するためには，基礎に立ち戻って誰もが納得できる説明と，その有効性を

実証するデータを用意することが必要である。そうした場面を想定した教育や人材育成が必要と思われる。 

 

（本宮 佳典） 
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2.3 電磁気学的数値解析法の応用例 

 

2.3.1 時間領域差分法 

(1) 時間領域差分法の概要 

時間領域差分法（finite-difference time-domain method, 以下FDTD法）は、現在、マイクロ波の領域で

は最も標準的な電磁場解析法であり、光学分野でも広く利用されている。他の電磁気学的数値解析法と異な

り、FDTD法はマクスウェルの方程式を時間領域で解くものである。これは、微分方程式であるマクスウェ

ルの方程式を差分形式で表し、電磁波の振動に対応して時間を追いながら電磁場の計算、すなわち電磁波伝

搬の計算を行うことを意味する。このとき、k を波数ベクトル、r を位置ベクトルとして、波動は複素振幅 

exp(ikr ) ではなく、時間項も含めて実数値 sin(t kr ) として表現される。このとき、差分化されたマ

クスウェルの方程式の解を求める計算は単なる四則計算となる。 

 

図 2.3.1.1 FDTD 法のセル構造 

 

まず、解析対象となる空間を図2.3.1.1に示すような単位構造の集合体として考える。ここで6つの電磁場

成分は、図に示されるように、それぞれ異なる場所において、前述の差分化されたマクスウェルの方程式に

よって計算される。このとき、電場の3成分と磁場の3成分はそれぞれ異なる時刻において評価される。この

操作を、時間を追いながら繰り返して行くわけである。これにより、非線形問題も含めて、原理的にどのよ

うな電磁波伝搬の問題にも対応可能な柔軟性・応用性と言った長所を持つ一方、計算時間や必要メモリーな

どの計算コストが高い上に、精度が悪いと言った短所が現れることになる。 

FDTD法に関しては洋の東西でしっかりとした教科書1,2)があるほか、光学技術者向けの入門文献3-8)も準備さ

れているため、具体的な詳細についてはそれらを参照していただきたい。 

(2) FDTD 法の応用例 

光学分野における応用例の一部は筆者が以前にまとめたもの 6)があるが、FDTD法関連の学術論文は、2000

年の時点ですでに数 1000 件を優に超えており、単独で現在の全体像を把握することは極めて困難である。

ここでは、FDTD 法の手法の詳細には立ち入らず、具体的にどのような問題に対して応用されているかに焦

点を絞って、過去 3 年の文献から幾つかを紹介する。ただし、FDTD 法の典型的な応用分野であるフォトニ

ック結晶をはじめ、現在のホットトピックスであるメタマテリアル 9) やプラズモニクスについては文献数や

応用例が多すぎるため、ここでは出来る限りそれ以外の分野の例を選んでいる。 
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(a) 台形型ピラミッド構造による反射防止 

シリコン表面に断面が図 2.3.1.2 のような（3 次元の）ピラミッド構造を形成した際の、反射防止効果の数

値計算を行っている 10)。サイズは P = 1 m, T = 1.25 m, M = 0.5 m, p = 0.25 m, t = 0.3125 m, m = 

0.125 m などで、入射光の波長範囲は 0.5～5 m である。（軍用として重要な）赤外域の光検出器の他、ソ

ーラーセルへの応用について言及している。 

 

図 2.3.1.2 台形型ピラミッド構造 

 

(b) 金属膜の異常透過 

シリカ基板上に単層に最密充填配置された微小球（シリカまたはポリスチレン製, 直径 0.39, 0.78, 1.0, 

1.42 m）に、金属（金、銀、ニッケルなど）を 30～300 nm の厚さでコートしたものに対して、450～2500 

nm の波長範囲の光を垂直入射させた際の異常透過現象を FDTD 法で解析し、実験と比較している 11)。ここ

で、計算の際のセルサイズは6 nmである。金属膜のコート方法は図2.3.1.3右のような3種類を試みている。 

 

図 2.3.1.3 微小球の配列と金属膜のコート方法 

 

(c) ボウタイ開口の光学特性 

波長以下の寸法の金属開口による異常透過は FDTD 法で解析されることが多い問題である。ここでは図

2.3.1.4のような断面形状を持つ金属開口に500～2000 nmの波長範囲の光をz方向に入射させた際の光学特

性において、導波モードと局在プラズモンの関係を示すことを目的として、透過率や強度分布を計算してい

る 12)。金属は金、銀、銅、アルミ、タングステンを用い、開口寸法は D = 275 nm, G = 55 nm,  = 45°, 金

属の厚さは h = 800 nm としている。 
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図 2.3.1.4 ボウタイ開口の断面形状 

 

(d) ナノ導波路アレイの結像特性の解析 

真空中に幅W, 長さLのシリカの棒N個を間隔Dで並べた1次元のナノ導波路アレイを考える（図2.4.1.5）。

ここに半値全幅がアレイの幅NW+(N1)Dに等しいガウス型強度分布を有する波長0.67 mの平面波がこの

ナノ導波路アレイに垂直入射し、アレイからの出射光はアレイ長Lに応じた距離の位置に向かって集光する。

このときのシリカの屈折率は 1.456 である。W =D = 300 nm として L = 1.0～2.0 m の範囲で N = 9, 11, 13 

の場合の結像特性を計算している 13)。セルサイズは 20 nm で十分としている。 

 

図 2.3.1.5 ナノ導波路アレイの構造 

 

(e) 金属－誘電体多層構造による光学素子の解析 

幅 0.28 m, 屈折率 1.54 の誘電体と幅 0.12 m の銅を多層に配列した構造からなる光学素子に TM 偏光

した波長 1.5 m の平面波が入射した場合の特性の解析を行っている 14)。円弧状配列（図 2.4.1.6 (a)）の場

合は分散素子として機能し、長さの分布が楕円状になるように直線配列（図 2.4.1.6 (b)）した場合は凸レン

ズとして働く。また、配列の周期を連続的に変化させると屈折率分布型レンズとしても機能する（図 2.4.1.6 

(c)）。これらの素子の寸法はおよそ 10～20 m であり、セルサイズは 1～20 nm で計算を行っている。 

 

図 2.3.1.6 金属－誘電体多層構造 
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 (f) 導波路格子カプラーの解析 

波長分割多重 (WDM) への応用を念頭に置き図 2.3.1.7 に示す４種類の導波路格子カプラーの解析を行っ

ている 15)。ここで、(a) 体積格子型、(b) 傾斜表面凹凸型、(c) 二重表面凹凸型、(d) 反射層付き表面凹凸型

である。入射光は図中の矢印の方向に伝搬する。数値計算により各カプラーの長短所を明らかにし、設計パ

ラメーターの変化に対する性能を調査している。なお、波長はすべて 1 m として計算している。 

 

図 2.3.1.7 導波路格子カプラー 

 

(g) 有限サイズの回折格子の解析 

回折格子の光学特性は通常、無限に構造が広がっている素子に平面波が入射するとして解析されるが、高

速インターコネクションの応用分野を念頭に置き、有限サイズの回折格子に有限サイズのビームが入射した

場合の解析を行っている 16)。これは FDTD 法ならではの応用と言える。扱っているのは図 2.3.1.8 に示すよ

うな (a) 体積格子、および (b) 表面凹凸型の格子である。素子サイズは、(a) 格子周期 2.5 m, 格子厚さ

8.0 m, (b) 格子周期 0.9428 m, 格子厚さ 1.09 m, 媒質の屈折率は、(a) n1= n2=1, (b) n1=1, n2=1.5 で、

波長はすべて 1 m、入射光のビーム幅 W（図 2.3.1.8 (c)）は格子の幅と同じに設定している。なお、セルサ

イズは波長の 1/20 ～ 1/30 で計算している。 

 

図 2.3.1.8 有限サイズの回折格子 

 

(h) その他の応用例 

光多重通信やレーザーラマン分光への応用を想定した多層膜型フォトニック結晶を利用した波長フィル

ター17)や、屈折率や寸法の異なるファイバーをバンドル状にして延伸した後に切断して得られた屈折率分布

型レンズを解析し、マイクロ波領域の実験と比較した例 18)などがある。また、銀の層による表面プラズモン

を利用した数 10 nm 幅のスリットによる像生成の解析 19)も興味深い。このほか、変わった例としては、増

幅媒質による全反射の際の波動の振舞いの解析 20)や、直角に曲がった線で構成される構造による電磁波の散

乱を解析するために電磁気学的な光線追跡方法を提案し、その精度チェックとして FDTD 法を使用している

もの 21)などが挙げられる。 

(3) FDTD 法のまとめと留意点 

原理的にはどのような問題にも対応できるが、非周期構造の解析や光学系の時間応答の解析にこそ、FDTD

法の特徴が良く生かされる。ただし、FDTD 法は一見、それらしい解を出して来るが、それが正しい解である
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保証がないため、その使用に際しては十分な注意が必要である。一方、ここでは例を紹介しなかったが、入

射波としてパルス光を使用すれば、一度の計算で多数の波長の入射光に対する応答を計算できることが FDTD

法の大きな長所である。ただし、この場合、媒質の分散を時間領域で正しく表現できなくてはならない。し

たがって、金属を含む系に対して FDTD 法は弱いと言わざるを得ない。なお、計算精度や計算コストに関して

は、後述の FMMも含めた多様な手法間の比較検討を行った論文 22)が有用である。また、プラズモニクス分野

において４種類の構造例を挙げて、FDTD 法を含む電磁場解析手法と実験の比較の困難さを解説している文献

23)も参考になろう。 

 

2.3.2 フーリエモード法 (RCWA) 

(1) フーリエモード法の概要 

フーリエモード法 (Fourier modal method, 以下 FMM) は回折格子の電磁気学的数値計算法であり、厳

密結合波解析 (rigorous coupled wave analysis: RCWA) とも呼ばれている。FMM と RCWA は格子層内の

電磁場の表現が異なるだけで原理的に等価とされているが 24)、より手法の本質を表している“フーリエモー

ド法”の名称を使用すべきであると言う意見が主流となりつつあるため 25)、本節では FMM を使用すること

とする。 

 

図 2.3.2.1 FMM の考え方 

 

FMM の原理を図 2.3.2.1 をもとに簡単に説明する。例として x方向に周期 dを持ち、0≦z≦hの範囲で表

面凹凸を有する回折格子に z <0 の媒質から平面波が入射する場合を考える。このとき、z <0 および z >h の

領域は均質媒質であり、それぞれ反射・透過回折波はレーリー展開と呼ばれる平面波の重ねあわせとして表

現される。FMM においては、複雑な表面凹凸形状を図 2.3.2.1 のように多層に分割して近似する。このとき、

各層内の z方向の構造は一様でなければならない。これによりどんな構造にも対応できる柔軟性と言う長所

を持つ一方、扱う問題によっては計算精度・計算時間・必要メモリーなどの点で短所ともなる。FMM の具体

的な詳細に関しては国際的に定評のある文献 24,25)のほか、日本語の資料 26,27)を参照されたい。また、RCWA

に関しては Moharam らの論文 28-32)がある。 

現在までの知見では、FMM は連続的な表面凹凸を有する金属以外のほとんどすべての周期構造に対して、

原理的に十分な精度で計算が可能とされており、現在もっとも広く使用されている回折格子の電磁気学的数

値解法であるといって差し支えない。ここでは、FMM の手法の詳細には立ち入らず、具体的にどのような

問題に対して応用されているかに焦点を絞って、過去 3 年以内の文献から幾つかを紹介する。 

(2) フーリエモード法の応用例 

(a) 様々な凹凸形状による反射防止効果の解析 

サブ波長格子構造を素子表面に形成した反射防止において、作製技術あるいは作製条件によっては設計通
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りの完全な周期構造を実現することが出来ない。そこで局所的な高さや位置など形状が設計値から変化した

場合の反射防止性能を評価している 33)。たとえば、図 2.4.2.2(a)に示すように表面凹凸の断面が通常の直線

状だけではなく、ガウス型、スーパーガウス型の場合の比較や、単位となる形状が正確に作製できない場合

を考えて、図 2.3.2.2(b)に示すように単位構造の周期は保ったまま高さを変化させた構造が組み合わされた

ようなモデルを解析している。 

 

図 2.3.2.2 種々の反射防止構造 

 

(b) LED 出射端に形成されたモスアイ構造の反射防止効果の解析 

InGaAlP/GaAs 赤色 LED（波長 635 nm）の出射端面における反射低減のため、モスアイ構造を形成し

た場合の効果を FMM で解析し、実験との比較を行っている 34)。計算に際しては実際の LED の構造を簡略

化して表面だけに着目し、図 2.3.2.3 に示すように、屈折率が 3.8 の GaAs 層の表面に同じ屈折率の媒質で周

期 300 nm, 深さ 180 nm の六方最密充填型のモスアイ構造を形成し、空気中への出射光に対する反射率の

400～800 nm の範囲の波長依存性、および 635 nm の波長においての入射角度依存性を計算している。 

 

図 2.3.2.3 LED 出射端のモスアイ構造 

 

(c) 近接場の局所的吸収の解析 

回折格子の系全体の吸収は、入射エネルギーから透過と反射のエネルギーを引くことで見積もることが可

能である。これに対して、局所的な吸収の評価は、光検出器の最適化やリソグラフィーにおけるレジスト露

光の正確な予測などにとって非常に有用だが、これまでほとんど報告がなされていなかった。そこで、FMM

の計算から得られる電場と誘電率虚部の値を用いて、近接場のポインティングベクトルから局所的な吸収を

計算する方法を提案している 35)。 

 

図 2.3.2.4 局所的吸収の解析モデル例 

 

(d) ランダム構造の解析 
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ランダムな構造による電磁波の散乱特性を把握したい場面は多い。このような場合、通常は有限な寸法を

持つ非周期的なランダム構造に対して FDTD 法を用いて計算を行う。目的に応じた数のランダム構造を解析

し、その結果を統計的に処理するわけである。これには当然、膨大な時間を要することになる。そこで提案

されたのは、ランダム構造を周期構造の重ね合わせとみなして、周期の異なる構造に対して FDTD 法よりも

精度と計算速度の点で優れている FMM を適用し、得られた結果を周期の分布に従って重ね合わせると言う

手法 grating superposition method である 36)。たとえば矩形型表面凹凸を例にとると、図 2.3.2.5(a)に示す

ようになランダム表面凹凸の局所的な周期は図 2.3.2.5(b)の 3 つの回折格子のいずれかであるとする。それ

ぞれの格子の回折効率を図 2.3.2.5(c)のようにその周期の出現確率に応じて合成したもの（図中赤色）が、

ランダム構造の散乱特性とみなすわけである。これにより、FDTD 法を用いた通常の解析法に比べて 3～4

桁の高速で同程度の結果が得られることが報告されている。 

 
図 2.3.2.5 ランダム構造の解析 

 

(e) 非常に大きな非周期構造の解析 

光学素子の適切な解析方法はその構造寸法に応じて様々である 37)。したがって、たとえばフレネルレンズ

などの非周期構造の素子において、その局所的な構造寸法がサブ波長サイズから波長の数 10～数 100 倍と

いう広い範囲に及ぶ場合には、正確な、すなわち電磁気学的な光学特性を計算することは非常に困難となる。

この問題を解決するための一つの典型的な方法は局所的格子理論と呼ばれるものである 38)。すなわち、図

2.3.2.6 に示すように、素子のある部分の構造を局所的に回折格子とみなすわけである。各位置における光学

特性を FMMで計算することで、その位置での素子出射面における光波の複素振幅が得られる。これを素子全

面に対して実行することで、素子から出射する光波の複素振幅が求まる。その後は自由空間における伝搬の

計算を行えば、フレネルレンズであれば焦点近傍の複素振幅が容易に得られる 39)。問題はその精度だが、比

較的小さな素子であれば素子全体に FMMを適用した結果と、また大きなものでは素子全体を FDTD 法で計算し

た結果と比較することで、ほぼ同等の結果が 3～4 桁の高速で得られることが示されている。 

 

図 2.3.2.6 大きなフレネルレンズ 
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(3) フーリエモード法のまとめと留意点 

冒頭で述べたように、断面が矩形、あるいは階段形状で表されるような表面凹凸を有する周期構造の解析

には FMM が最適である。そのため、特にリソグラフィーで作製されることを想定した回折格子の解析の大

半は FMM が使用されたものであると言えよう。一方、FMM は FDTD 法に比べるとはるかに高速なため、

2.3.2(d)-(e)で紹介したように、部分的にそれを利用することで、近似的ではあるが高速かつ高い精度で解

析を行うことが可能である。 

FMM は元来、周期構造の解析法であったが、周期境界に FDTD 法で用いられる境界条件である perfectly 

matched layer (PML) を適用することで、光導波路などの非周期的問題に応用することが可能であることが

10 年前に既に示されている 40)。この方法はこれまで垂直入射光にしか対応できなかったが、最近、さらに

斜入射光も扱える工夫が提案された 41)。 

 

2.3.3 電磁気学的数値解析法のまとめ 

 電磁場の電磁気学的数値解析法の種類は多くそれぞれに特徴がある。原理は別にして、実際問題として、

一つの解析法ですべての応用例に対処できるとは思わない方が良い。ここで例に挙げて示した FDTD 法や FMM

は非常に強力な手法であり世界中で利用されているが、どんな問題にも適しているわけではけっしてない。

したがって、まず、自分が解析したい問題の条件と各解析法の特徴を良く比較して、（自分の目的に応じた）

実用上最適なものを選ぶよう努めるべきであろう。 

 最近、講演会での発表などで、“FDTD 法で得られた計算結果だから理論的に正しい”と言ったような発言

が増えつつあるという印象を受けている。2.3.1 (3) 項でも述べたが、FDTD 法の精度の信頼性は FMMなど周波

数領域の解析法に比べると非常に低い。したがって、FDTD 法の使用に際しては、その計算結果の物理的な妥

当性の考察がより重要であり、可能な限り何らかの形で他の理論や計算方法による確認を行う努力が必要で

ある。ただし、技術者個人の努力に頼るだけでは十分とは言えず、学会や講演会において社外の人間と議論

することや、目先にとらわれることなく基礎的な内容を学習出来る環境と雰囲気を作って行くことが大切だ

と思われる。 

（市川裕之） 
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第 3 章 撮像機器 

 

本章では、撮像機器に搭載される光学系と撮像素子、およびそれに関わる各種要素技術に注目していく。

近年、撮像機器には大きな様相の変化が起きている。撮像媒体の中心的存在が銀塩フィルムから CCD や

CMOS などの固体撮像素子に変化したことは言うに及ばないが、固体撮像素子を用いる撮像機器の中で見て

も、従来はスチルカメラとビデオカメラが大部分を占めていたが、今や 大のボリュームを占めるのはカメ

ラ付携帯電話に代表されるような携帯機器であるというように、製品の勢力図が大きく塗り替えられている。 

こうした様相変化の原動力としては、第 1 に撮像素子の進歩が挙げられる。具体的には、高画素化、画素

ピッチ狭小化および高感度化である。同じ画角と F 値を持つ光学系であれば光学系のサイズと撮像素子のサ

イズ（フォーマット）は、ほぼ比例関係にあると言ってよく、光学系の小型化には撮像素子の小型化が極め

て有効である。当然、画素数を維持したまま撮像素子を小型化すれば画素ピッチが小さくなり、感度面では

不利となるが、これをカバーするべく、裏面照射型センサの開発に代表されるような、高感度化・低ノイズ

化など種々の取り組みが行われている。 

一方、光学系に目を転じると、携帯機器に搭載される光学系はサイズ的な要求から単焦点レンズが大部分

を占めるが、それ以外の機器では殆どがズームレンズを搭載している。ズームレンズには、それが搭載され

る撮像機器ごとに極めて多彩な設計が存在し、かつ、手ブレ補正に代表される機能の充実や、ズーム比の高

倍率化に代表される仕様の高度化が進んでいる。加えて、撮像素子の高画素化に合わせて、高性能化への要

求も高まっている。ズームレンズを中心とする撮像光学系の高機能化・高仕様化・高性能化には、設計技術

の向上に加えて、非球面、回折光学素子、コーティングといった生産技術を含む要素技術が大きく寄与して

おり、これらが様相変化の原動力の第 2 として挙げられる。 

本章の 3.1 節では、各種の撮像機器に搭載される光学系、就中ズームレンズに注目し、その製品動向とそ

れを支える各種技術の動向について述べる。3.2 節では、光学系の性能改善に大きく寄与することができる

回折光学素子に関する技術およびコーティングに関する技術動向について述べる。さらに、3.3 節では、撮

像機器の発展にとって影響力が大きい撮像素子技術の動向について述べる。 

（福嶋 省） 

 

3.1 撮像機器におけるズームレンズと要素技術動向 

 

3.1.1 各種撮像機器に搭載されるズームレンズの製品動向 

(1) コンパクトタイプのデジタルカメラ 

コンパクトタイプのデジタルカメラ用ズームレンズには、光路の途中に光路屈曲用プリズムを配置した

「屈曲型ズームレンズ」と、光路中にプリズムを含まない「ストレート型ズームレンズ」が存在するが、い

ずれのズームレンズにおいても、ズーム比の高倍率化が進んでいる。 

まず、屈曲型ズームレンズに目を向けると、数年前まではズーム比が 3 倍程度に留まっていたが、現在で

は 4～5 倍のズーム比を有するズームレンズが一般的となっている。屈曲型ズームレンズはカメラからレン

ズが突き出ないのが特徴とされているが、カメラからレンズが突き出るタイプのズームレンズにも屈曲プリ

ズムを組み込んだものが、製品化されており、その製品では 10 倍のズーム比が達成されている。その製品

61



2/38 

に関係する特許実施例を図 3.1.1.(1).11)に示す。これはプリズム部分を展開した状態での光路図であり、PR

と記されたものが屈曲プリズムで、実際にはこのプリズム部分で光路が 90 度折り曲げられる。 

次に、ストレート型ズームレンズの領域では、さらに高倍率化が著しく、ズーム比が 10 倍を超え、14～

15 倍ものズーム比を持つような高倍率ズームレンズが製品化されている。高倍率化に加え、広角側画角の広

角化もすすんでおり、従来は 35 mm フィルムフォーマット換算で 35 mm 程度の画角を持つものがほとんど

であったが、現在では多くが 28 mm 程度の画角を持っており、中には超広角領域に入る 24 mm 相当の画角

を有するものがある。図 3.1.1.(1).22)はこの製品に関連すると思われる特許実施例である。また、広角端の F

値についても従来は F3.5 程度が主流であったが、F2.8 クラスの製品が増加しており、中には F2 という大

口径を有する製品が発売されている。このように、コンパクトタイプのデジタルカメラ用ズームレンズにお

いては、ズーム比の高倍率化と広角化、更に大口径化の実現が主な技術的動向であると考えられ、今後もこ

の方向に進展していくことが予測される。 

           
     図 3.1.1.(1).1 屈曲型 10倍ズーム      図 3.1.1.(1).2 広角 24 mm 相当を含む5倍ズーム 

 

カメラの価値を向上させる要素としてカメラの薄型化が著しい。これを実現させる機構的技術として、レ

ンズを沈胴収納させる際に、ズームレンズを構成するレンズブロック（以下、ズーム群と呼ぶ）を光軸に垂

直な方向に退避させ、沈胴時の厚みを減らすというものが製品化されている。公開特許に記載された模式図

を図 3.1.1.(1).33)に示す。これは機構的工夫であるため光学設計技術とは無関係と考えられがちであるが、こ

の機構を実現するためには光学設計的な努力も必要である。その理由は、ズーム群退避機構を加えることに

よって組立調整時や使用時にズーム群が偏心（チルトやシフト）する可能性が発生するため、そのズーム群

が偏心した際に発生する収差変動を軽減するような光学設計的な工夫・努力が求められるためである。また、

当然ズーム群自体の厚みを減らす光学設計的努力も必要である。こうしたズーム群退避機構は、これまでは

ストレート型ズームレンズに適用されていたが、上記図 3.1.1.(1).1 に記載した屈曲型ズームレンズには、図

3.1.1.(1). 41)に示すように、沈胴時に折り曲げプリズムを退避させ、空いたスペースに折り曲げプリズムより

も前方にあるズーム群を収納する、という「屈曲沈胴プリズム退避機構」が搭載されている。こうした機構

的工夫により、カメラの厚みを増大させること無く、使用時には大きな全長を持つ高倍率ズームレンズを搭

載することが可能になっている。また、屈曲ズームでは、少しでもカメラの厚みを減らすため、レンズを小

判型にカットすることも機構的工夫の一つとして一般的に行われている。今後のズームレンズの高倍率化動

向を考えた場合、こうした機構的工夫は必須となり、光学設計的努力も継続的に求められることが予測され

る。 
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  図 3.1.1.(1).3 ズーム群退避沈胴機構模式図     図 3.1.1.(1).4 屈曲沈胴プリズム退避機構模式図 

 

(2) ブリッジタイプのデジタルカメラ 

ブリッジカメラとは、コンパクトタイプと一眼タイプの中間に位置する製品群であり、具体的には一眼タ

イプに似た外観的形態を有するレンズ組み込み型のカメラを指す。この分野では、コンパクトタイプよりも

更にズーム比の高倍率化が著しく、現在市場に見られる製品の中での 大のズーム比は、35 倍にも上る。し

かも、この製品では広角端での画角は 35 mm フィルムフォーマット換算で 24 mm 相当の超広角を有してい

る。若干仕様は製品と異なるが、35 倍のズーム比を持つ特許実施例を図 3.1.1.(2).14)に示す。コンパクトタ

イプの高倍率化、広角化、大口径化によって、この分野のズームレンズの仕様との差は次第に縮まってくる

傾向にあるが、コンパクトタイプよりも製品として許容されるレンズ全長の大きさが大きいため、今後もコ

ンパクトタイプでは達成困難な仕様を持つズームレンズが製品化されるものと予測される。 

 
図 3.1.1.(2).1 ブリッジカメラ用 35 倍ズーム 

 

(3) 一眼タイプのデジタルカメラ 

一眼タイプ（レンズ交換式）用ズームレンズには、フィルムカメラの時代から実に多彩なズームタイプが

存在している。この分野のズームレンズの仕様を概観してみると、ズーム比の高倍率化傾向も確実に存在す

るが、コンパクトタイプやブリッジタイプとの棲み分けとして、ズーム比以外の部分での高仕様化を主たる

動向として見出すことができる。具体的には、明るい F 値や、より広い画角などが挙げられる。ここでは、

分野を「広角ズーム」、「標準ズーム」、「望遠ズーム」、「高倍率ズーム」に分けて、見ていくこととする。 

(a) 広角ズーム 

ここでは、ズーム領域全体が 35 mm フィルムフォーマット換算で 50 mm 以下の領域に属するものを「広

角ズーム」と定義する。全ての広角ズームでは、第 1 群が負群である「負群先行タイプ」を採用している。

こうしたズームタイプの選択状況は、フィルムカメラの時代から変わっていないが、フィルムカメラの時代

に もポピュラーであった「負正 2 成分タイプ」は非常に少なくなり、「負群先行多成分タイプ」が大部分
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を占めるようになっている。具体的には、「負正負正 4 成分タイプ」およびそこから派生したタイプを採用

した製品が多く見られる。負正負正 4 成分の広角ズームの製品一例に関連する特許実施例を図 3.2.1.(3).15)

に示す。こうした動向の背景には、ズーム範囲全域で F2.8 といった明るい F 値を有するものや、ズーム比

が 2 倍を超えるものなど、高仕様な広角ズームの増加がある。広角ズームの領域で特に注目に値するのは、

魚眼領域でズーム化を達成した製品の登場である。この製品に関連する特許実施例を図 3.2.1.(3).26)に示す。

この実施例では負正 2 成分タイプを採用している。こうした魚眼や超広角領域のズームレンズは一眼タイプ

ならではのものであり、今後もこのような特徴的ズームレンズの登場が期待される。 

         
   図 3.1.1.(3).1 負正負正 4成分広角ズーム      図 3.1.1.(3).2 魚眼領域の広角ズーム 

 

(b) 標準ズーム 

ここでは、ズーム領域の中に 35 mm フィルムフォーマット換算で 50 mm の画角を有するものを「標準ズ

ーム」と定義する。標準ズームにおいては、低倍率ズームの場合は負群先行タイプ、高倍率ズームの場合は

正群先行タイプを採用するのが基本であるが、ズーム比の高倍率化傾向により、負群先行タイプは少なくな

り、正群先行タイプの製品が多くなっている。特に、正負正正 4 成分タイプや正負正負正 5 成分タイプを採

用する製品が多くなっており、正負正負正 5 成分タイプの製品一例に関連する特許実施例を図 3.1.1.(3).37)

に示す。これらのタイプが好まれる理由は、これらが特定のズームブロックを光軸に垂直な方向にシフトさ

せることによって手振れ補正を行う「光学式手振れ補正」を実施するのに適した構成を有しているためでは

ないかと推測する。手振れ補正については別項で述べる。仕様的には、広角端の広角化が著しく、ほとんど

の標準ズームでは広角端の画角は35 mmフィルムフォーマット換算で28 mm相当より広角な画角を有して

おり、24 mm 相当という超広角から始まる製品も増加してきている。また、大口径化も進んでおり、ズーム

範囲全域で F2.8 といった明るい F 値を有するものが増加しており、中にはズーム範囲全域で F2 を達成した

製品も存在する。この製品に関連する特許実施例を図 3.1.1.(3).48)（上段が広角端、下段が望遠端）に示す。

この製品は、やや珍しい正負正 3 成分タイプを採用している。標準ズーム分野の今後の動向としては、コン

パクトタイプやブリッジタイプとの棲み分けとして、こうした大口径化の方向に向かう可能性が高いのでは

ないかと考える。 
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図 3.1.1.(3).3 正負正負正5成分ズーム      図 3.1.1.(3).4 大口径 F2を含むズーム 

 

(c) 望遠ズーム 

ここでは、ズーム領域全体が 35 mm フィルムフォーマット換算で 50 mm 以上の領域に属するものを「望

遠ズーム」と定義する。ほとんど全ての望遠ズームにおいては、第 1 群が正群である「正群先行タイプ」を

採用している。こうしたズームタイプの選択状況は、フィルムカメラの時代から変わっておらず、全長のコ

ンパクト化を優先して、ズーミングに伴って第 1 群が移動するようなズームタイプが多く見られる。一方、

高仕様化、特に F2.8 などの明るい F 値を有するものが多くなっていることを背景に、正負正正の 4 成分で、

第 1 群と第 4 群がズーミング時に固定、第 2 群がバリエータ、第 3 群がコンペンセータとなる、所謂「古典

的正負正正４成分タイプ」およびそこから派生したタイプを採用した製品が見受けられる。その製品一例に

関連する特許実施例を図 3.1.1.(3).59)に示す。この例ではコンペンセータを 2 群に分割し、異なる移動を行う

ことによりズーミングに伴う収差変動を補正している。古典的正負正正 4 成分タイプは、ズームレンズ発展

の歴史の中で比較的初期に登場したタイプであるが、今日でもそのタイプを採用した新製品が開発されてい

るという事実は、ある意味で特筆に値する。標準ズームの項で述べたのと同様、望遠ズームの領域において

も大口径化は重要な動向の一つであると考えられるため、今後もこの古典的 4 成分タイプあるいはそこから

派生したタイプを採用した製品の開発が続いてゆくものと考える。 

 
図 3.1.1.(3).5 古典的正負正正 4成分タイプから派生したタイプの例 

 

(d) 高倍率ズーム 

ここでは、焦点距離領域に関わらず、特にズーム比の大きいもの（具体的には 5 倍以上のズーム比を持つ

もの）を「高倍率ズーム」と定義する。すべての高倍率ズームは、第 1 群が正群である「正群先行タイプ」
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を採用している。ズーム比的には 10 倍を超えるものも製品化されており、現在市場に見られるものの中で

大のズーム比は 15 倍である。この領域でも広角端の広角化が進んでおり、ほとんどの製品は 35 mm フィ

ルムフォーマット換算で 28 mm 相当の画角を持ち、24 mm 相当のものもみられる。この領域では、広角端

が 24 mm 相当の超広角でありながら 5 倍のズーム比を有し、なおかつ広角端での F 値が F2.8 であるという

ものが特筆に値する製品である。この製品に関連する特許実施例を図 3.1.1.(3).610)（上段が広角端、下段が

望遠端）に示す。現時点では、5 倍以上のズームレンズで F2.8 を達成しているのはこの製品のみであるが、

一眼タイプカメラ用ズームレンズの動向から考えると、今後はこの領域でも F2.8 クラスの明るい F 値を有

する製品が増えてくるのではないかと考える。なお、上述したように、一眼タイプカメラ用ズームレンズの

大ズーム比は現在のところ 15 倍であり、ブリッジカメラにおける 大ズーム比 35 倍と比較すると見劣り

する印象を受けるが、これは、撮像素子のサイズが大きな要素となっている。現在、ブリッジカメラやコン

パクトタイプの撮像素子は 1/2.3 インチ（画面対角寸法は約 7.8 mm）が標準となっているのに対して、一眼

タイプでは画面対角寸法が約 28.8 mm あるいは約 21.6 mm の撮像素子が用いられており、約 21.6 mm の

撮像素子を用いたとしても、そのサイズは 1/2.3 インチ撮像素子の 3 倍弱もある。そのため、コンパクトタ

イプやブリッジカメラのズームレンズをスケーリングして一眼タイプに適用すると、その全長は元の 3 倍弱、

体積は 20 倍以上にもなってしまい、現実的な寸法にならない。従って、現在よりも小型で高性能な撮像素

子が一眼タイプのカメラに用いられるようになれば、一眼タイプ用ズームレンズもさらに高倍率化が進行す

るものと考える。一眼タイプカメラ用で現行 大ズーム比を持つ 15 倍ズームの製品関連特許実施例を図

3.1.1.(3).711)に示す。 

    
図 3.1.1.(3).6 大口径 5倍ズーム         図 3.1.1.(3).7 高倍率15倍ズーム 

 

従来、一眼タイプといえばカメラボディ内に光路を光学ファインダに導くためのミラーを有する「一眼レ

フカメラ」が主流であったが、 近、ミラーを廃してファインダを電子化した「ミラーレス一眼カメラ」が

台頭してきている。一眼レフカメラ用レンズは、全て、ミラーのスペースを確保するために一定のバックフ

ォーカス（レンズの像側頂点から撮像面までの距離）を確保することが設計的制約となっていたが、ミラー

レス一眼カメラ用レンズでは、この制約が無い。そのため、ミラーレス一眼カメラ用ズームレンズにおいて

は、従来の一眼レフカメラ用ズームレンズには見られなかった新しいズームタイプの登場が期待できるが、

現在市場にあるミラーレス一眼カメラ用ズームレンズには、一眼レフ時代のズームタイプが色濃く残ってい

る。これは、固体撮像素子を用いる場合、光束の撮像素子への入射角はある限度以下に留める必要があり、

結果としてレンズの射出瞳位置は撮像面から一定距離以上離れたところに設定しなければならなくなる。一

方、一眼レフカメラ用レンズでは、ミラーのスペースを確保することの副産物としてレンズの射出瞳位置は

撮像面からある程度離れたところにあるため、ミラーレス一眼カメラ用レンズに求められる射出瞳位置条件
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をほぼ満足している。こういう理由から、ミラーレス一眼カメラ用ズームレンズを設計する場合に一眼レフ

カメラ用ズームレンズから設計をスタートするケースが多いため、結果的に似通ったズームタイプになるも

のと推測する。今後、ミラーレス一眼カメラ用ズームレンズ独特のズームタイプが発明されることを期待し

たい。 

 

(4) デジタルビデオカメラ（カムコーダーとも呼ぶ） 

ここでは、民生用デジタルビデオカメラに搭載されているズームレンズに目を向ける。デジタルビデオカ

メラには、ハイビジョン機（総画素数 200 万画素以上）と標準画質機（総画素数 100 万画素程度）とが市場

に存在する。標準画質機では、光学性能の要求レベルがハイビジョン機ほど高くないため、 大のものでは

70 倍という大きなズーム比を有するズームレンズが製品化されており、技術的興味を引くが、市場の主流は

ハイビジョン機となっているため、ここではハイビジョン機用ズームレンズについて詳しく見て行くことと

する。ハイビジョン機には、総画素数が 200～300 万画素程度のクラス（以降、中画素機と呼ぶ）と 1,000

万画素程度のクラス（以降、高画素機と呼ぶ）が存在する。現在市場に出ている中画素機で 大のズーム比

は 40 倍であるのに対し、高画素機では 12 倍に留まっている。高画素機のズーム比が中画素機ほど高倍率化

されていない要因としては、高画素機の方がレンズの光学性能への要求レベルが高いことに加え、一般的に

高画素機ではサイズの大きな撮像素子が用いられていることが挙げられる。つまり、ここにも一眼タイプカ

メラ用ズームレンズの高倍率ズームの項で述べたのと同様、撮像素子とレンズのサイズの間の関係から、高

画素機におけるズーム比が制限されているものと考えられる。光学設計の努力によって、高画素機でも高倍

率化は徐々に進行するものと考えるが、飛躍的な高倍率化を実現するためには、現在よりも小型で高性能な

撮像素子が高画素機に搭載されることが必要であろう。ズーム比以外の仕様については明確な動向は見られ

ないが、現在は多くの機種が広角端で 35 mm 程度（35 mm フィルムフォーマット換算）より狭い画角とな

っていることを考えると、今後、広角端のさらなる広角化が一つの動向となる可能性が考えられる。 

 

(5) 業務用 TV カメラ・映画用カメラ 

ここでは、競技場やテレビスタジオで使用される TV カメラや映画撮影用カメラのズームレンズに目を向

ける。この分野では、光学系の内部に 2 か所の変倍部を有する「ダブルズーム（図 3.1.1.(5).112)に示す）」に

代表されるように、古くから非常に高倍率化が進んでおり、現在ではズーム比 100 倍や 101 倍という超高倍

率な TV カメラ用ズームレンズが製品化されている。また、高倍率化の新たな展開として、一旦ズームレン

ズで結像した中間結像面を、ズーム機能を持つリレーレンズで中継して撮像面に結像させることにより、400

倍ものズーム比を実現する光学系の特許が公表されている。この特許実施例を図 3.1.1.(5).213)に示す。上段

が広角端で焦点距離 7.47 mm、下段が望遠端で焦点距離 2,983 mm である。この分野では、やはりズーム比

の高倍率化が大きな流れになるものと思われる。更なる高倍率化を合理的な寸法のズームレンズとして実現

するためには、ここでも撮像素子のサイズ（現行は 2/3 インチが標準）が一つの大きな要素となる可能性が

ある。 
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図 3.1.1.(5).1 ズーム比 30倍のダブルズーム    図 3.1.1.(5).2 ズーム比 400倍のズームレンズ 

 

(6) 携帯電話 

カメラ付き携帯電話は全世界での年間出荷台数が 10 億台に迫る勢いにあり、今や撮像機器の領域の中で

圧倒的な台数を誇っているが、その中でズームレンズが搭載されているものは極めて少数である。これは、

ズームレンズには可動部分が存在するためカメラユニットの寸法や体積が単焦点レンズに比べて大型化して

しまうことや、撮像素子の高画素化により電子的画像拡大（電子ズーム）を行っても画質劣化が目立ちにく

くなってきていることが要因であると考えられる。少数ながら市場に出ている携帯電話用ズームレンズには、

コンパクトタイプのデジタルカメラ同様、屈曲型とストレート型が見られる。薄型化など光学系・機構系に

求められる各種要求はコンパクトタイプのデジタルカメラと共通する部分が多く、製品形態もカメラ付き携

帯電話というよりも、電話機能付きデジタルカメラというほうがふさわしい印象を受ける。この分野の将来

動向としてズームレンズが主流となることは考えにくく、コンパクトタイプデジタルカメラ用ズームレンズ

の発展に歩調を合わせるような形で仕様・性能を向上させつつ少数の製品が存在する形が続くのではないか

と推測する。 

 

3.1.2 ズームレンズの高仕様化に関係する技術動向 

これまで述べてきたように、各種撮像機器におけるズームレンズは確実に高仕様化、高機能化してきてい

る。ここでは、そうした動きを支えている設計技術および要素技術について見て行くこととする。 

(1) 誤差感度緩和設計技術 

高倍率や大口径など、高い仕様を持つズームレンズを合理的な寸法内で設計しようとする場合、 も大き

な課題となるのは製造誤差による収差変動（これを誤差感度と呼ぶ）の増大であろう。特に、ズームレンズ

を小型化（全長短縮）しようとした場合の誤差感度増大が著しい。一般にズームレンズに限らず、光学系の

全長を短縮しようとすると誤差感度が増大するが、ズームレンズには、レンズ群を移動させて変倍するため

に必要な空間を確保しなければならない等、単焦点レンズには無い制約条件が存在する。そうしたことを踏

まえてズームレンズにおける小型化と誤差感度増大の関係を定性的に考察すると、次のような説明ができる。 

まず、ズームレンズの収差補正の基本はズーム群ごとに収差を補正することで、これが出来ていればズー

ム群間の誤差(特に偏心誤差)に対する誤差感度は小さくできる。しかし、これはズーム群を構成するレンズ

枚数を増加させ、全長を増大させる方向にある。一方、全長を短縮するためには、「ズーム群間の空気間隔縮

小」および「ズーム群の厚み縮小」という方向に進む必要がある。ズーム群間の空気間隔縮小はズーム群が

移動できる空間を縮小することを意味し、小さな移動量で所定のズーム比を得なければならなくなるため、

ズーム群の屈折力を強くすることが必要となる。また、ズーム群の厚み縮小を実現するには、レンズ単体の
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厚みを薄くし、且つレンズ枚数を削減しなければならない。すなわち、全長を短縮しつつ所定のズーム比お

よび結像性能を満足するためには、必然的に屈折力の強いズーム群を、少ないレンズ枚数で構成することが

必要になる。そのため、「ズーム群ごとに収差を補正する」というズームレンズの収差補正の基本から外れた

ところに解を求めなければならなくなる。結果として、ズーム群単独では収差が補正し切れていない状態で

全系として一定の範囲に収差を抑える、という状況になる。これがズーム群間の偏心誤差)に対する誤差感度

が大きくなる原因であると考えられる。 

一方、ズーム群の内部に目を向けると、ズーム群単独では収差が取り切れていないとは言え、ある範囲に

収差を抑えなければ全系で収差が収まった解を得ることは不可能である。そのため、屈折力の強いズーム群

を少ない枚数で、ある範囲まで収差補正しなければならない。このため、ズーム群を構成する各面の屈折力

は総じて強くしなければならず、「大きな収差を大きな収差で打ち消す」という状況となる。これがズーム群

内の誤差感度が大きくなる原因であると考えられる。 全長短縮と誤差感度増大との関係は単焦点レンズでも

存在するが、特にズームレンズの場合に顕著であるのは上記したようなズームレンズ特有の事情によるもの

である。 

設計段階で誤差感度の増大を抑える方法については、各社各様のノウハウがあるものと考えるが、ズーム

レンズで も問題になるズーム群の偏心により発生する偏心コマ収差の誤差感度低減を目的として、ズーム

群の 3 次収差係数を評価量として 適化のメリット関数に組み込むという手法が芝山により提案されている

14)15) 。これによると、偏心コマ収差の誤差感度は、偏心するズーム群の球面収差係数とコマ収差係数および

偏心するズーム群よりも後方に位置する群の球面収差係数の和とコマ収差係数の和に関係しているため、ズ

ーム群ごとに 3 次球面収差係数と 3 次コマ収差係数を算出して、それを光学系 適化の標準的アルゴリズム

である DLS 法(Damped Least Square Method)のメリット関数に組み込むことにより、光学性能の 適値と

誤差感度（生産性）の 適値を両立させることができるとしている。また、非球面の導入によって得られる

設計的自由度を活用して、レンズ群内の各レンズ面および各レンズ単体が持つ偏心誤差感度を低減するのに

成功したとの結果が、大澤らにより報告されている 16) 。ズームレンズの誤差感度増大は、加工技術、組立

技術の進歩によってカバーできる部分も存在するが、ここに挙げた例のように光学設計的な工夫・努力が今

後も要求されるであろう。 

(2) インナーフォーカス設計技術 

従来のズームレンズでは、フォーカシング（ピント調節）の際にはズームレンズを構成する群のうち、

も物体側に位置する群を動かす（これを「前玉繰出」と呼ぶ）のが一般的であった。現在でも、一部のズー

ムレンズでは前玉繰出を採用しているが、前玉以外の群を動かす方式（これを「インナーフォーカス」と呼

ぶ）を採用している製品が圧倒的に多くなっている。通常、ズームレンズの各群の中では、前玉が も外径

が大きく、重量的にも圧倒的に重いのが一般的である。現在の撮像機器はモーターなどのアクチュエータで

レンズを動かすオートフォーカス機構を有するものがほとんどであるため、重い前玉を動かすよりも外径が

比較的小さく重量も軽い群を動かすほうがアクチュエータを小さくでき、消費電力も節約できる。さらに、

近では動画が撮影できるデジタルカメラが増えてきているが、そうしたカメラではピント位置を検出する

ためにフォーカシングレンズを小刻みに駆動（Wobbling）させる必要があることから、より素早くフォーカ

シング群を動かす要求が高まっている。こうした状況が、各種ズームレンズの分野でインナーフォーカス方

式を採用する製品の増加に拍車をかけている。既に掲載した図に対応する製品にもインナーフォーカス方式

を採用したものが多く見られる。ごく一部を例に挙げると、特許資料によれば、近距離被写体にフォーカシ
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ングする際、図 3.1.1.(2).1 の光学系では図中 L5 のレンズを物体側にさせており、図 3.1.1.(3).1 の光学系で

は図中 L2a のレンズ群を像側に移動させている。インナーフォーカス方式のズームレンズを設計するに当た

っては、レンズ移動に伴う収差の崩れを 小限に留める必要があり、どの群をフォーカシングに使うかとい

う選定を含め、設計的ノウハウが求められる。インナーフォーカスの発展とともに、インナーフォーカスに

適したズームタイプの開発が進むことを期待したい。 

(3) 手ブレ補正技術 

3.1.1 項で述べた製品には、ほとんど全て手ブレ補正機能が搭載されている。手ブレ補正の方式には電子式

と光学式があり、光学式には光学系の一部あるいは全部を光軸に垂直な方向に移動させる「レンズ移動式」

と、撮像素子を移動させる「センサー移動式」とがある。光学設計的努力を要するものは当然レンズ移動式

である。光学系の一部を光軸に垂直な方向に移動（平行偏心）させると、通常は大きな収差の崩れが発生す

る。その状態だと、手ブレ補正を行った際に撮像画質が劣化し、手ブレ補正の効果を打ち消してしまうこと

になる。従って、レンズ移動式の手ブレ補正機構を有するズームレンズを設計する際には、レンズ移動に伴

う像位置の変化は確保しつつ、収差の変動を抑えるようにしなければならない。また、手ブレ補正するため

には、レンズの移動を非常に高速で行わなければならないため、手ブレ補正用レンズはズームレンズ中の比

較的外径が小さく枚数が少ない群を選択することが望ましい。ズームタイプの選定にあたっては、こういう

条件も考慮することが必要である。既に掲載した図に対応する製品にもレンズ移動式の手ブレ補正機構を採

用したものが見られる。例えば、特許資料によれば、手ブレ補正を行う際、図 3.1.1.(3).3 の光学系では図中

第 4 群（G4）中の接合レンズを光軸に垂直な方向に移動させ、図 3.1.1.(3).5 の光学系では図中第 5 群（G5）

の接合レンズ（L53＋L54）を光軸に垂直な方向に移動させている。これらの図からも手ブレ補正用レンズ

として外形が小さく枚数の少ない群が選択されている様子が分かる。製品との対応関係は不明確ながら、屈

曲ズームレンズおよびカムコーダー用ズームレンズの手ブレ補正関連特許実施例を図 3.1.2.(3).117)および図

3.1.2.(3).218)に示す。図3.1.2.(3).1の公開特許では図中でSGと記されたレンズを光軸に垂直な方向に動かす。

図 3.1.2.(3).2 の公開特許では、図中で 131 と記されたレンズ群または 132 と記されたレンズ群のいずれか一

方を光軸に垂直な方向に動かす。 

      
図 3.1.2.(3).1 屈曲型ズームレンズ手ブレ補正   図 3.1.2.(3).2 カムコーダー用ズームレンズ手ブレ補正 

 

(4) 光学材料技術 

高屈折率ガラスの存在が、ズームレンズの高仕様化に寄与するところが大きい。特に、屈折率が 2.0 を超

え、なおかつガラスモールド法によって非球面化が可能なガラスの発明は、ズームレンズのみならず、各種

光学系の高仕様化（特に小型化）、高性能化に大きく寄与している。現在では、e 線(546nm)の屈折率で 2.15

を超える高屈折率なガラスモールド用ガラス材料が上市されている。高屈折率という点では、一時、光学ガ
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ラスではない透光性セラミックが話題を呼んだことがあるが、アッベ数がやや大きい点や研磨に工夫が必要

な点などから普及には至っていない。また、 近のズームレンズでは、各社で「AD ガラス」あるいは「ED

ガラス」などと呼ばれる、異常分散性を持つ低屈折率低分散ガラス（e 線屈折率 1.498、アッベ数 81 程度）

が使用されているものが非常に多くなっており、中には蛍石（e 線屈折率 1.435、アッベ数 95 程度）やそれ

に近い光学特性を持つ低屈折率低分散ガラスが使用されている製品も存在する。これは、撮像素子の高画素

化（画素数増加）、画素ピッチ狭小化に伴い、残存色収差をより小さく抑える必要性が高まっているためであ

ると考えられる。こうした色収差補正に威力を発揮するガラス材料への需要は今後も高いレベルで継続して

ゆくものと考える。 

(5) 非球面技術 

3.1.1 項で述べた製品分野で現在市場にあるズームレンズでは、望遠ズームを除くとほとんど全ての製品に

非球面レンズが用いられていると言っても過言ではなく、1 つの製品の中に複数の非球面レンズが用いられ

ているケースも珍しくない。ここでは一旦ズームレンズという枠を外して、非球面レンズに関する設計面と

製造面の動向に目を向ける。 

(a) 奇数次非球面の意義について 

光学設計に用いられるコンピュータや数値制御式加工装置の発達に伴い、奇数次の非球面係数を用いた光

学設計が頻繁に行われるようになってきている。奇数次非球面と言っても面形状は回転対称であるため、数

学的には奇数次を用いた面形状式は偶数次の冪級数で近似できるはずである。こうした事情において奇数次

非球面の光学設計的意義を理論面と実設計面で検証した論文が渋谷らにより発表されている 19)。その論文の

結論として、非球面の形状を近似する場合には面変位量（一般に Sag 量と呼ばれる）だけでなく、面の局所

的な傾き（すなわち面変位量の一次微分）まで近似しなければならないため、奇数次を用いた非球面形状を

偶数次のみで完全に置き換えることはできないが、実設計的には 3 次以上の奇数次非球面は 28 次までの偶

数次非球面でほぼ近似することができること、言い換えれば 3 次以上の奇数次非球面を用いることにより面

形状を表現するために必要な非球面係数の数を節約することが可能になる、ということが見出された。こう

した知見を踏まえて、非球面を用いた光学系の 適化において、今後はより効率的・効果的な非球面係数の

活用が行われるようになるものと期待される。 

(b) 軸対称自由曲面光学系の設計手法について 

軸対称な自由曲面を用いた光学系の設計について、研野により新たな手法が提案されている 20)。この手法

は、主に図 3.1.2.(5).121)に示すような 360 度全方位を円環状画像として撮像する光学系、あるいは逆に円環

状画像を全方位パノラマ画像として投影する光学系への適用を意図して考案されたものである。図

3.1.2.(5).221)はこの手法での軸対称自由曲面の定義方法を説明する図である。回転対称軸上に原点を持つ曲線

b に、回転角θと回転対称軸に垂直な方向への移動量 R を与えてできる曲線を回転対称軸 Z の周りに回転さ

せて形成される曲面を軸対称自由曲面と定義している。この手法によって、従来の回転対称面表現式では表

現できない面形状を定義することが可能となり、設計自由度が増加したとしている。さらに、対称軸に垂直

な方向に移動させた後の曲線の原点と入射瞳中心とを一致させることにより面形状変化に伴う各種収差変化

に独立性を与えることが可能となり、 適化の際の収束性を向上することができるとしている。現在までの

ところ、この手法は上述したとおり全方位撮影あるいは全方位投影への適用に限られているようだが、面形

状定義の拡張技術として注目に値する。 
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図 3.1.2.(5).1 360 度全方位光学系      図 3.1.2.(5).2 軸対称自由曲面の定義方法 

 

(c) 回転対称非球面形状の直交多項式による表現 

回転対称な非球面形状は、球面項（正確には球面を含む回転円錐面）に冪級数で現わされる非球面項を付

加する形で定義されるのが一般的であるが、付加する非球面項を冪級数ではなく互いに直交する成分からな

る多項式で表現する方法が Forbes により提案されている 22)。冪級数の非球面付加項を用いる方法では、各

次数の項が非球面形状や収差にどれだけ寄与しているかを非球面係数の値から判断することや、非球面形状

の許容量を非球面係数の公差に置き換えることは困難であった。Forbes の手法によると、各項の直交性によ

り、ある面形状表現における各次数の項の寄与が明確となり、高次項の係数をゼロとしても大まかな非球面

形状は変化しないため、どの次数まで使って非球面を表現する必要があるかを決定することが容易になると

している。このことによって非球面加工を行う上で非球面形状の許容量を各項の公差に置き換えることがで

き、且つ、必要以上の数値計算を行う無駄が省けることが利点であるとしている。この手法は先に述べた研

野の手法のような設計的自由度を増大させる方法ではないが、設計および製造面において見通しの良い数値

表現を与える手法として活用が広がりつつある。 

(d) 非球面加工技術について 

非球面の製造方法には、軟化したガラスを非球面金型でプレス成形する「ガラスモールド法」、射出成型

法などによる「プラスチックモールド法」、ガラス球面レンズの表面に薄いプラスチック非球面膜を成形・接

合する「ハイブリッド法」が用いられている。これらの方法は基本的には従来から変わっていないが、それ

ぞれにおいて生産性の向上が進んでいる。特に、ガラスモールド法において、一度に多数個成形を行う製造

装置が開発されており、ガラスモールド非球面レンズのコストダウンに寄与している。先に述べた通り、現

在でも既に多くの撮像光学系に非球面レンズが用いられているが、こうした加工方法の改良により今後ます

ます非球面レンズの活用が広がっていくものと考える。 

 

3.1.3 まとめ 

撮像機器に搭載されるズームレンズは、製品分野ごとに若干重点の違いはあるものの、いずれも高倍率化、

大口径化、広角化、インナーフォーカス方式の採用、光学式手振れ補正、などという形で、高仕様化、高機

能化が進んでいる。こうした動きに対しては、ここに記載した非球面技術や光学材料技術の進歩が大きな役

割を果たしているが、それに加え、ソフトウエアとハードウエア両面での画像処理技術の進歩も大きく寄与
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している。本文では光学技術とは少し領域が異なるため画像処理技術は採り上げなかったが、撮像機器がデ

ジタル化され、演算処理の高速化が進んだことにより、撮像素子からの信号を記憶媒体に書き込むまでの間

に、歪曲収差や若干の色収差など、光学系に残存する収差を画像処理によって補正することが可能になって

きている。画像処理に収差補正の一部を担わせることによって、光学系に求められる収差性能への許容幅が

拡大し、結果として従来よりも高仕様なズームレンズが実現できるようになったわけである。撮像機器に搭

載されるズームレンズは、今後もこうした光学技術、画像処理技術の進歩を推進力とし、高機能・高仕様を

追求する道を歩み続けるものと思われる。 

撮像機器に搭載される光学系分野では、台湾、韓国、中国などのアジア勢の台頭が著しい。これらアジア

勢の台頭には、かつて日本の光学メーカーに在籍した技術者の技術指導が寄与しているケースが存在し、現

在でも、技術者の日本からアジア勢への流出が起きている。光学系の 適化ソフトウエアが非常に便利かつ

強力になり、単焦点レンズでは経験の浅い設計者でも良好なアウトプットが出せる環境になってきているが、

ズームレンズの設計には今なお経験と勘（所謂ノウハウ）が強力な武器となる。そうした点で、ズームレン

ズの設計においては現時点では日本の光学メーカーに一日の長があるが、上記のような技術者の流動化を考

えるとアジア勢との技術力の差は急速に縮まる可能性がある。特に、ミラーレス一眼カメラのように従来の

制約条件が取り払われた分野では、既存特許の領域を外れたところに新規な解が見出される可能性が高まる

ため、新規参入の障壁が低くなる可能性がある。従って、そうした制約条件に変化が起きた分野に対しては

日本の光学メーカーやカメラメーカーにとってはビジネスチャンスであると同時にリスクを孕んでいること

を意識するべきであろう。 

製品としてのズームレンズは、まさに日本が得意とする「摺り合わせ技術」の たるものであるが、日本

の優位性を維持・拡大していくためには知財への取り組みと同時に、人材育成、さらには現役・OB を問わ

ず技術者流出防止への取り組みも必要なのではなかろうか。ズームレンズにおいて一日の長がある日本の光

学メーカーから、新たな仕様や機能を持つズームレンズが提案され続けるようでありたいと、その一端を担

う者として考える次第である。 

（福嶋 省） 
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3.2 回折光学素子・コーティング 

  

3.2.1 はじめに 

デジタルカメラは従来のアナログカメラに対して、撮影画像の一部を拡大して使用する機会が多くなり、

撮影画像の画質に対するユーザーの評価が厳しくなってきている。更にＣＣＤやＣＭＯS センサーの画素数

の増加や感度の改善が続き、撮像光学系の性能についてもより高い性能が求められている。 

こうした要求を満足させるためには従来の手法では限界があり、回折光学素子やナノ微粒子の活用、ＳＷ

Ｓといった新技術が開発されて製品に搭載されている。これらの技術を使うことによって従来の技術では成

し得なかったレベルの性能改善ができるようになってきている。 

本調査報告においては、近年、新技術の開発が盛んに行われている、回折光学およびコーティングについ

て報告する。  

3.2.2 回折光学素子 

(1) 技術動向 

回折光学素子(DOE)は負のアッベ数と強い異常分散性を有すことから、光学系に適用すると強力な色収差

補正能力を発揮する。このため様々な分野の光学系で製品開発が行われている。 

特に光ピックアップにおいては、CD と DVD および Blu-ray Disk の読み取り光学系において、回折光

学素子を活用して異なるレーザー波長と異なる回折次数を組み合わせることにより複数のメディアに対応

可能な対物レンズを実現している。 

また、 近は軽量化が必要なウェアラブル観察光学系においても DOE の色収差補正効果を活用した製品

が発売された。更に、波長選択性を活用したヘッドマウントディスプレイの研究が発表されている。 

撮像光学系への回折光学素子の搭載については 2001 年 12 月にキヤノンがカメラ用の交換レンズへの搭

載を行い、2004 年 12 月にニコンがデジカメ用のテレコンバータに搭載した。また、経済産業省の「革新

的部材創出プログラム」の一環として、新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が進めている

「次世代光波制御材料・素子化技術」においても撮像光学系をターゲットに硝子モールド法による回折光

学素子の開発が進められている。 

(2) 回折光学素子の撮像光学系への展開 

 回折型レンズは屈折型レンズに対して逆の負の分散特性を有している。この特性により従来の屈折レン

ズでは色収差を補正するのに凸凹レンズの構成が必要であったものが、屈折型と回折型の凸レンズ同士で

補正できることを意味している。これにより、レンズ系として構成する各レンズのパワーを緩くすること

が可能となり収差補正にも効果をもたらしている。  

この回折型レンズの分散特性を、可視域で一般に用いられるアッベ数νd や部分分散比θgF で表わすと、 

    3.453d d F C                   

     , 0.2956g F g F F C                 (1) 

となる。 

屈折光学面あるいは回折光学面のパワー変化Δψに対する色収差（収差係数）の変化ΔＬは、 

ΔL∝Δψ／ν 

と表せる 1)。 
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通常の光学ガラスのアッベ数が 25 から 70 の範囲であるので、回折型レンズでは必要な色収差を得るた

めのパワーが屈折レンズの 1/7～1/20 で済むことを意味している。従って、球面収差やコマ収差などに大き

な影響を及ぼすことなく色収差を制御できる。 

部分分散比も通常の光学ガラスが 0.53～0.63 であるので、非常に大きな異常分散特性を有していること

がわかる。2） 

(3) 積層型回折光学素子 

ブレーズ化された回折光学素子に光線が垂直入射した場合、回折効率が 大となるのは、格子の山と溝

の光学光路長差が波長の整数倍となる時である。 

  {n’(λ0)－n(λ0)}d = mλ0   （2） 

ここでｄは格子高さ、n(λ0)、n’(λ0)はそれぞれ波長λ0 での入射側と射出側の材質の屈折率である。通常

の撮像光学系では入射側は空気であり、n(λ0)＝1 である。 

また、波長にλおけるｍ次の回折効率は、以下のように表わされる。 

ηｍ(λ)＝[sin{π(φ(λ)－ｍ)}／{π(φ(λ)－ｍ)}]
2    （3） 

ここで、φ(λ) ＝｛n’(λ)－1｝ｄ／λ                     （4） 

また、n’(λ)は波長λでの格子部の材質の屈折率である。 

図 3.2.2.(3).2 に単層型回折光学素子の可視波長域の回折効率を点線で示す。設計次数 m は 1 次である。

格子部の媒質として光学定数(nd,νd)=(1.524,50.8)の材質を用い、格子高さ d は 0.98μm である。波長

520nm で回折効率は 100％となり、単波長側と長波長側で効率は低下している。そして設計次数で回折効

率が低下した分の光は、他の回折次数の光となる。設計次数以外の光は殆ど結像せず、フレア光となり、

結像性能を低下させる。  

 (3)式の回折効率を可視光全域で 100％にするには、φ(λ)が m となればよい。つまり、(4)式の中で波長の

関数である屈折率が長波長になるにつれて比例して増加すれば、φ(λ)の波長依存性は緩和される。そして、

回折効率の波長特性も改善される。しかしながら、一般の光学材料は長波長になるにつれて、屈折率は低く

なる。そのため単層型回折光学素子では、可視光全域で回折効率を改善させることは不可能である。 

ところが、この単層型回折光学素子を複数用い、空気を介して近接した積層型とすることによって、この問

題が解決できることが明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.2.(3).1 積層型回折光学素子     図 3.2.2.(3).2 積層型回折格子の回折効率. 
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積層型回折光学素子は、同心円状の格子を持つ２枚の凸凹２つの回折パワーをもつ単層型回折光学素子を

向き合わせて配置した積層構造の素子である（図 3.2.2.(3).1）。2 つの格子の間は空気である。この２枚の単

層型回折光学素子は、同心円上の格子周期構造が基本的に等しい形状であるが、格子高さと、格子を形成す

る材料が異なっている。この格子高さと、格子を形成する材質を 適に設定し、数マイクロメートルのオー

ダーで近接して向かい合わせることで回折効率の大幅な改善を実現した。 

図 3.2.2.(3).2 に積層型回折光学素子の可視波長域の回折効率を実線で示す。設計次数 m は 1 次である。第

1 の凹の回折パワーをもつ単層型回折光学素子は、格子部の媒質として光学定数(nd,νd)=(1.635,22.8)の材質

を用い、格子高さ d1 は 7.90μm である。第 2 の凸のパワーをもつ単層型回折光学素子は、格子部の媒質と

して光学定数(nd,νd)=(1.524,50.8)の材質を用い、格子高さ d2 は 10.71μm である。可視光全域で高い回折

効率が得られていることがわかる。とくに、450nm から 650nm の波長域では回折効率は 98.5%以上の高い

値が得られている。 

積層型の回折光学素子で垂直入射において回折効率が 大となるには、単層型回折光学素子と考えは同じ

で、２つの格子を足し合わせた光路長差が波長の整数倍となればよい。 

  －{n1(λ0)－1}d1 +{n2(λ0)－1}d2 = mλ0                    （5） 

ここでｄ1、d2 は格子高さ、n1(λ0)、n2(λ0)はそれぞれ第 1 の単層型 DOE と第 2 の単層型 DOE における

波長λ0 での格子部の材質の屈折率である。(5)式において{ }の前の符号は各格子のパワーにより決定され

る。 

（5）式の等号が成り立たない他の波長におけるｍ次の回折効率も、単層型回折光学素子と同じで以下のよ

うに表わされる。 

ηｍ(λ)＝[sin{π(φ(λ)－ｍ)}／{π(φ(λ)－ｍ)}]
2
       (6) 

ここで、φ(λ)＝[-{n1(λ)-1}d1+{n2(λ)-1}d2]／λ≡φ1(λ)+φ2(λ)    (7) 

φ1(λ)＝-{n1(λ)-1}d1／λ，φ2(λ)＝{n2(λ)-1}d2／λ            (8)       

また、n1(λ)、n2(λ)は、波長λでの各格子部の材質の屈折率である。 

積層型回折光学素子で、上のような回折効率の特性が得られるための格子材料の選択範囲について説明す

る。図 3.3.2.(3).3 は、光学ガラスの特性を表わした図である。 初に、第 2 の凸のパワーをもつ単層型 DOE

の格子部の材質を固定する。材質としては、前述した光学定数(nd,νd) = (1.524,50.8)の材質を用いる。この

とき、第 1 の単層型 DOE の格子材料と、2 つの単層型 DOE の格子高さについての関係を調べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.2.(3).3 格子材料の選択範囲      図 3.2.2.(3).4 製作した DOE 格子形状 
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第 2 の単層型 DOE の格子高さが d2=10μｍの場合を例に説明する。このとき、第 1 の凹のパワーをもつ

単層型 DOE として、格子材料のアッベ数だけが一意的に決定され、その値はνd=22.2 となる。しかしなが

ら、第 1 の単層型 DOE の格子部の屈折率は、第 1 の単層型 DOE の格子高さを調整することで、自由に選

ぶことができる。 

第 2 の単層型 DOE の格子高さが d2=5μｍの場合も、同様にして第 1 の単層型 DOE の格子材料のアッベ

数だけがνd=12.8 と決定される。 

EF400mm F4 DO IS USM 用の回折光学素子として試作を行ったときの、回折光学素子の格子形状の断面

図(図 3.2.2.(3).4)を示す。凹形状の回折光学素子は、メニスカスレンズの凹面に紫外線硬化樹脂（nd=1.635、

νd=22.8）で格子高さは 7.90μｍの格子形状を有する。一方、凸形状の回折光学素子は両凸レンズの凸面に

紫外線硬化樹脂（nd=1.524、νd=50.8）で格子高さは 10.71μｍの格子形状を有する。 

図 3.2.2.(3).4 の断面図は、凸の回折パワーをもつ素子の格子形状であり、 外周付近の格子を測定したも

のである。凸の回折パワーを有し、且つ凸面上に形成されているので、格子面は凸面である。しかし、回折

のパワーとレンズ凸面の曲率が緩いため、斜面は直線のように見える。また、格子先端や溝にバリや鈍りの

ない綺麗な格子形状であることがわかる。 

(4)回折光学素子がもたらす具体的効果 

回折光学素子の色収差補正能力に加えて非球面作用を利用することにより、屈折光学系部分の残存収差も

コントロール可能となる。これに対し、色収差補正に用いられる蛍石などの異常分散ガラスは、色収差の発

生が通常のガラスに比べて少ないガラスということであり、回折光学素子の収差補正能力は異常分散ガラス

のそれとは次元を異にすると言ってよい。回折光学素子の光学特性を効果的に引き出すことにより、今まで

の屈折レンズだけでは実現できないような、高性能を維持したまま飛躍的なコンパクト化と軽量化を実現で

きる 3)（図 3.2.2.(4).1 ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ガラスモールドを用いた回折光学素子 

 撮像光学系の回折光学素子にガラス材料を用いると、屈折率とアッべ数の選択の幅が広がり素子設計の自

由度が増すというメリットがあげられる。 

図 3.2.2.(4).1  EF400mm F4 IS USM 
      (上図：屈折系のみ、下図：DOE 使用) 
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 又、回折光学素子を安価にガラスで作成するためにはガラスモールド法の開発が必要となる。ガラスモー

ルド法によって製品化された回折光学素子にパナソニック（株）の光ピックアップ用の CD/DVD 互換２焦

点対物レンズがある。この回折格子の成形用金型は超硬母材の上にNiCuP膜をスパッタリングにて形成し、

ダイヤモンドバイトで格子形状を切削加工し、白金系の保護膜を成膜して製作していた。この時の格子高さ

は単層の回折光学素子であるため１μｍ以下であった。 

 撮像光学系へのガラスモールド法による回折光学素子としてはニコンがデジタルカメラ用３倍テレコンバ

ータに組み込んでいる 2) （図 3.2.2.(5).1）。成形用の金型としては NiP メッキに切削加工で回折格子を形成

し、成形温度は 420℃で高屈折率低分散ガラスをガラスモールド法によって成形している。このガラスモー

ルドで成形した格子の上に低屈折率高分散材料として UV 硬化樹脂をレプリカ成形している。 

 密着タイプの回折光学素子は前述の積層タイプの回折光学素子において２つの回折格子の格子高さを等し

くして密着させたものであり、格子材料に低屈折率高分散材料と高屈折率低分散材料のどちらかが決まると

回折効率が高められる屈折率とアッべ数の組み合わせが決まる。たとえば第 1 の単層 DOE の格子材料に前

述の光学定数(nd,νd) = (1.524,50.8)の材質を用いると、第 2 の単層 DOE のアッベ数を決めると屈折率が決

まる（図 3.2.2.(3).3 の□）。この時の回折格子の高さは１０μｍ程度となり、ガラスモールドにおける格子

成形に高い技術が必要とされたと推定される。 

 ニコンはこの回折光学素子を使うことで、レンズのガラス重量は従来比で４８％減、光学全長は１９％減、

径２２％減とすることができている。 

 また、NEDO においても屈折・回折複合素子の開発が進められており 終的にはデジタルスチルカメラや

光ピックアップなどへの展開をめざしている。開発期間は２００６年～２０１０年であり、２００８年に中

間報告が行われた。このプロジェクトにおいては産学官が連携して行っている。 

 まず、ガラスモールドに 適なガラス材料として高屈折率・低屈伏点ガラス材料の開発がおこなわれてい

る。中間報告時点でリン酸系ガラスとホウ酸塩系ガラスにおいて d 線の屈折率(nd)が１．７以上で屈伏点（At）

が５００℃以下で波長４００nm で８０％以上の透過率の材料が複数開発されている。更に 終的には屈折

率(nd)が 1.8 以上、屈伏点(At)が４５０℃以下の透過波長下限が４００nm 以下のガラスを開発している。 

 また、NiP モールド成形により高屈折率低分散ガラスのブレーズ型の回折格子を成形し、低屈折率高分散

樹脂をハイブリッド化することにより、撮像光学系向けの回折光学素子を試作したことが報告されている。 

 ２０１０年が 終年であるため、 終的な目標の達成状況が注目される 4)（表 3.3.2.(5).1）。 

        表 3.2.2.(5).1 NEDO 中間目標及び最終目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3.2.2.(5).1 硝子-樹脂回折光学素子 
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非球面

ガラス
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非球面
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目標項目 中間目標 最終目標

①高屈折率・低屈伏点ガラスの研究

屈折率（波長589 1.7 1.8

屈伏点 500℃ 450℃

透過下限波長 400nm 400nm

②サブ波長微細構造成型技術の研究

直径 1mm 10mm

周期 10μm 5μm

段差 200nm 500nm

直径 5mm 50mm

周期 500nm 300nm

構造高さ 250nm 300nm

研究項目

同心円
鋸歯形状

1～２次元
周期構造

微細
構造
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3.2.3 コーティング 

(1)技術動向 

デジタルカメラは銀塩カメラに比べてＣＣＤやＣＭＯＳセンサー面の反射光が増加し反射防止コート

の性能改善に対する要求が高まっている。また、撮像光学系の小型化、高性能化、高画質化の動きが強

まり、高屈折率レンズや大曲率レンズが使用される機会が増えており、ゴーストやフレアといった迷光

が発生し易い状況にある。更にセンサー感度アップにより夜の撮影が増加し、光源のある暗いシーンに

おいてもゴーストやフレアの発生しない光学系が求められている。 

こうした状況に対応するために反射防止膜の低反射率化や角度特性改善が必要である。これらの性能

改善のために従来の多層反射防止膜で対応するのには限界があり、カメラ各社から新技術の投入が相次

いでいる。 

まず、多層膜の 上層にナノ技術を応用した超低屈折率材料を用いることで反射防止性能を改善する

開発が行われた。2007 年にはニコンよりフッ化マグネシウムのナノ微粒子を使用した「ナノクリスタル

コート」、2009 年にはホヤ・ペンタックスからシリカナノ微粒子を用いた「エアロ・ブライト・コーテ

ィング」が撮像光学系に搭載された。 

一方、２００８年にはキヤノンにおいてサブ波長構造を用いた従来とは全く異なる手法による反射防

止膜「ＳＷＣ」が撮像光学系に導入された。上記のいずれの手法も従来の多層反射防止膜では実現でき

ない、低反射率で角度特性に優れた特性を有しており更なる発展が期待される。 

(2)ナノ微粒子による反射防止膜 

(a) ニコン(株)「ナノクリスタルコート」 

ニコンの多孔質膜を用いた反射防止膜は半導体露光装置用投影レンズの高 NA 化に伴って、レンズに

入射する光線の入射角が大きくなることに対応するために開発が始まった。たとえば、NA0.9 になると

光線の 大入射角は 64 度となり、従来の多層反射防止膜で反射率を１％以下にすることは不可能である。 

この反射防止膜の角度特性を改善する手法としては多層反射防止膜の空気と接している面の屈折率を

下げることが有効である。シミュレーションの結果 5 層反射防止膜の 上層の屈折率を ArF レーザーの

波長193nmにおいて1.27以下とすることで入射角58度の光線に対する反射率を１％以下とすることが

できることが分かった（図 3.2.3.(2).1）。 

波長 193nm において 1.27 以下の屈折率を有した材料は存在しないため、膜の構造を多孔質とするこ

とで屈折率を下げた膜を開発した。膜の材料としては ArF レーザー（波長 193nm）においても透過率

が高く、吸湿の影響が少なく、化学的な安定性の高い MgF2 を使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.3.(2).1 低屈折率膜による反射防止膜   図 3.2.3.(2).2 多孔質低屈折率膜 
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膜の多孔質化はゾル―ゲル法を用いた成膜法を開発することで実現した。まず、フッ酸・酢酸マグネ

シウム法により MgF2 ゾル液を作成し、オートクレーブ処理を行うことで粒成長させて結晶性を高める、

さらに分散剤をプロパノールに分散媒置換することで塗布液が完成する。この塗布液をスピンコートし

て乾燥させることでナノ微粒子による低屈折率膜が完成する。又、この膜をカメラの撮像光学系に搭載

するためには膜強度を高める必要があり、SiO2 バインダーを添加している（図 3.2.3.(2).2）。 

実際に上記の手法で成膜を行った結果、入射角 58 度の平均反射率は 0.6%となり極めて良好な性能と

なった。こうして開発された反射防止膜を「ナノクリスタルコート」として 2005 年 1 月よりカメラの

交換レンズに採用しゴーストおよびフレアの低減に効果を発揮している 5)。 

(b) HOYA（株）ペンタックス「エアロ・ブライト・コーティング」 

HOYA（株）PENTAX イメージングの多孔質膜を用いた反射防止膜は Blu-ray Disk(BD)用の対物レ

ンズの NA が大きいためレンズ周辺部の光線入射角度が大きくなることに対応するために開発された。

BD 用の膜はシリカナノ微粒子が粒子間の結合を介さず基板上に積層されている多孔質膜であった（図

3.2.3.(2).3）。このため、膜としての屈折率 1.15 と非常に低い屈折率となったが、膜自体の耐摩傷性が乏

しく、基板とも密着性も悪くカメラ用レンズに使用するのには問題あった。 

そこでこの BD 用の膜の耐摩傷性を改善するために、シリカバインダーを添加する（２Step 法）と、

アルカリ処理による Si-O-Si 結合の強化を実施した（図 3.2.3.( 2).4）。一方、この対策により屈折率は 1.25

と BD 用反射防止膜と比較すると上昇したが、多層膜の 上面に使用することで入射角度特性が良好で

反射防止性能の高い反射防止膜が実現できた。 

この低屈折率膜の製造方法は、シリカ材料を加水分解でゾル化して、補強剤を加え(2step 法)、熟成さ

れた湿潤ゲルから疎水化処理を行い超音波分散することで塗布剤を作成する。この材料をスピンコート

にて塗布し、オーブンで焼成する。その後、アルカリ処理液を塗布して乾燥させる。 

実際に多層反射防止膜の 上面に開発した低屈折率膜を付けて実測を行ったところ波長領域 380～ 

780nm における平均反射率 0.14%と高い性能が得られた。こうして開発された反射防止膜を「エアロ・

ブライト・コーティング」として 2009 年 2 月からカメラの交換レンズに搭載し、ゴーストおよびフレ

アの低減に効果を発揮している 6)。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.3.(2).3 BD 用低屈折率膜    図 3.2.3.( 2).4 カメラレンズ用低屈折率膜 
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(3)サブ波長構造による反射防止膜 

(a) キヤノン(株)「SWC（Subwavelength Structure Coating）」 

キヤノン（株）は 2008 年 12 月よりカメラの交換レンズにサブ波長構造による反射防止膜の搭載を開

始した。サブ波長構造による反射防止膜は光の波長より小さな凸凹構造を有しており、優れた波長帯域

特性や入射角度特性を有している 7)。 

光は自らの波長よりも小さな周期構造に入射した場合、“平均値”として作用する性質がある。そのた

め、図 3.2.3.(3).1 に示したような四角錐が波長以下の周期 p で配列している構造では、入射した光は四

角錐の媒質と空気の間の屈折率（有効屈折率）が図の下から上に連続的に減少する膜が存在した場合と

同じ振る舞いをする。従って、各層による僅かに位相がずれた微弱な反射波が重なり合うことで反射波

が形成されるため極めて低い反射率となる。 

図 3.2.3.(3).2 に波長 550nm の光における四角錐の高さ h に対する反射率の変化を示す。高さがゼロ

から増加していくに従い反射率が徐々に低下していき、230nm 以上では高さにかかわらず、反射率は

0.2％以下となっている。特徴的なことは、270nm 付近で一旦極小値となった後、350nm 付近に向かっ

て増加するものの、増加の大きさが非常に小さいということである。 

高さが一定以上の四角錐形状は、干渉条件がずれた場合、すなわち波長が変化した場合や入射角が

変化した場合でも、反射率が低いまま特性が大きく変化することがないことを意味しており、波長

帯域特性および入射角度特性に優れた反射防止膜が得られることを示している。 

サブ波長構造による反射防止膜は、1980 年代以降、実際に試作されるようになってきた 8)～10)。しか

し、それらの多くはレーザ干渉露光や電子ビーム露光によってフォトレジストをパターニングした後、

ドライエッチングすることによって製作されたものである。したがって、小面積・平面での製作には適

しているものの、大面積で、かつ、曲率の大きなレンズ面に形成することは難しく、さらには、カメラ

用レンズに適用するためには量産性や製造コストの観点からも適用が困難であった。 

そこで、大面積・大曲率の面にも簡便にサブ波長構造による反射防止膜を形成する手法として、大阪

府立大学で研究・開発されたアルミナ（Al2O3）膜を温水処理することによって得られる微結晶膜 11）（以

下，アルミナ微結晶膜）をベースとしたサブ波長構造体を用いることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.3.(3).1 四角錐サブ波長構造   図 3.2.3.(3).2 反射率の構造高さ依存  
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を塗布し、オーブンで乾燥・焼結させる。 

次に、得られたアルミナゲル膜を温水に浸漬すると、アルミナと水との反応が起こり、平滑だった表

層に可視光波長よりも小さなサイズの凹凸構造をもったアルミナ微結晶膜が形成される。 後に、温水

から引き揚げ、乾燥させれば完成、という非常に簡便なものである。 

図 3.2.3.(3).3 にアルミナ微結晶膜の電子顕微鏡（FE– SEM）写真を示す。アルミナ微結晶膜は、ラ

ンダムで複雑に入り組んだ形状となっているが、各凹凸構造の平均間隔は可視光波長に比べて十分小さ

く、空間占有率も基板に向かって連続的に増加していく構造となっている。 

このアルミナ微結晶膜は、厚さ 220nm にわたって屈折率が 1.4 から 1.0 に連続的に変化するような屈

折率構造を持っており、四角錐形状の場合と同様に、波長帯域特性および入射角度特性に優れた反射防

止性能を期待することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.3.(3).3 アルミナ微粒子結晶膜の FE-SEM 写真        図 3.2.3.(3).4 SWC の屈折率構造 

 

また、このアルミナ微結晶膜を様々な屈折率を有するレンズに適用する方法として、図 3.2.3.(3).4 に

屈折率構造を示したように第 1 レンズとアルミナ微結晶膜の間に中間層を導入することとした 12)。 

その概念を説明すると、屈折率が 1.0 から 1.4 に変化することによって生じる反射光はアルミナ微結

晶膜部分が防止し、屈折率 1.4 から 1.84 に変化することによって生じる反射光は、中間層が単層反射防

止膜のように機能することで反射を低減する、というものである。この方法を用いれば、中間層の屈折

率を変えることで、様々な屈折率のレンズに対応することが可能となる。 

中間層は、シリカ（SiO2）およびチタニア（TiO2）を含有するゾル－ゲルコーティング液を塗工し、

アルミナ膜同様、オーブンで乾燥・焼結することで形成した。屈折率 1.56 は、シリカとチタニアの混合

比を変えることで実現し、膜厚 68nm はコーティング液の固形分濃度と塗工条件を調整することで実現

した。 

中間層形成後は、先に説明したのと同様にアルミナ膜を塗布し、乾燥・焼結後、温水処理することで

図 3.2.3.(3).4 に示した屈折率構造を、塗工面全域に形成することができた。 

図 3.2.3.(3).5 に、中間層＋アルミナ微結晶膜からなる反射防止膜（以下、SWC）の反射率特性（実測

値）を示す。比較のために図 3.2.3.(3).6 に示した一般的な多層反射防止膜の反射率特性と比べると、SWC

の反射率が絶対値として低いだけでなく、波長帯域特性、入射角度特性にも優れており、特に入射角 45°

では顕著な優位性を持っていることが分かる。 
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また、実際に多層反射防止膜と SWC を光学系に組み込んで比較撮影した結果。多層反射防止膜のレ

ンズに対して SWC のレンズがゴースト抑制に大きな効果を発揮していることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3.2.3.(3).5 SWC の反射率特性     図 3.2.3.(3).6 多層反射防止膜の反射率特性 

 

(b) ガラスモールド法によるサブ波長構造製作 

NEDO において「広帯域無反射素子の開発」とのテーマで、サブ波長構造体をガラスモールド法によ

って安価に大量生産するための技術開発がおこなわれている(表 3.2.2.(5).1)。 

モールドには機械的強度と耐熱性に優れた SiC を使用し、表面にピッチ 300nm、高さ 290nm の円錐

状の形状を電子線描画法または二光束干渉露光法によってレジストマスクパターンを形成し、SF6 ガス

による WSi マスクの形成、CHF3 と酸素の混合ガスによる SiC のエッチングを行った。 

現状はこの手法によって、直径 16mm で曲率半径 23mm の反射防止レンズ（KPSK-100 を使用）を

試作して、表面反射率 0.2％であることを確認した 4）。 

(c) プラスチック射出成形によるサブ波長構造製作 

電子線描画法や二光束干渉は微細パターンを精密描画できる利点はあるが、電子線描画法は描画速度

が 0.2m/s と極めて遅い。また二光束干渉は局所的なパターン制御が難しく、曲面の露光が難しい問題が

ある。 

産業技術総合研究所と企業の共同開発によりレーザ熱リソグラフィー法によって大面積の金型を製作

できることが報告されている。また、金属微粒子を金型表面に形成し、反応性イオンエッチング装置を

用いて金型表面をエッチングする方法によって直径50mmのレンズに反射防止機能を付与した結果が報

告されている。レンズ材料はアクリルであり、反射率は 0.5％以下までに低減できることが報告されてい

る。さらに 10000 ショットの成形を行い、反射率の変動が殆ど無いことも確認されている 13）。 

ソニー（株）においてはサブ波長構造体の作製を Blu-Ray Disc のマスタリング技術（PTM）と半導

体プロセスのRIE(Reactive Ion Etching)技術を融合して金型を製作し、射出成型によりピッチ 210nm、

高さ 300nm の円錐形状のサブ波長構造を有したφ２０ｍｍの射出成型にてプラスチックレンズを試作

したことが報告されている。製造方法のポイントとしては以下の通りである。①PTM（Phase Transition 

Mastering）による露光とアルカリ現像によるマスク石英基板製作② マスク石英基板を用いて RIE を

行い、サブ波長構造を有した石英マスタ製作③マスター原盤から Ni スタンパーの製作（マザーレプリカ）

④Ni スタンパーからの特殊な絞り加工による非球面駒製作。 

上記の製造方法で制作されたプラスチックレンズの反射率は垂直入射で 0.05%、35 度入射において 
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0.3%と高い反射防止効果が得られている 14）。 

 

3.2.4 おわりに 

回折光学素子やコーティングにおいてナノテクノロジーを応用することで撮像光学系の大幅な性能改善

が実現した。いずれの技術も古くから知られている技術であるが、撮像光学系に搭載するためには 先端の

製造技術を活用した開発が必要であった。 

ナノテクノロジーは 先端の技術を結集することで開発が可能となる分野であり、微細加工技術、微粒子

製造技術等の強い技術が国内にあることが開発上の利点となっていると考えられる。今後もこの利点を強化

していくことで当該分野における優位性を保つことが大切であると考える。例えば、産学官の連携の場の提

供や先端技術育成 15）、技術情報データベースの整備などの動きの強化が望まれる。また、開発された技術を

保護する動きとして知的財産保護の強化も重要であると考える。 

現在もナノテクノロジー分野の研究が積極的に行われており、今後もナノテクノロジーを応用した技術を

搭載した製品が現れると考えられる。 

今後も、産学官が連携してナノテクノロジー等の先端技術の研究開発を積極的に行うことで、新技術が撮

像光学系に搭載されることが期待される。 

 

（高山 英美） 
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3.3  CCD/CMOS イメージセンサの技術 

 

イメージセンサは、固体撮像素子とも呼ばれ、レンズを通して得られた映像を電気信号に変換するセンサ

であり、その特性自体が、機器の性能に大きく影響を与えるデバイスである。 主として、Si ベースの半導

体によって形成されており、2010 年時点では、コンスーマ用機器として、主に DSC (Digital still camera)

や、デジタルカムコーダ等に用いられ、また、産業用途とし、監視用、医療用、及び自動車の安全用途等、

幅広く活用されている。イメージセンサの方式に一般的には、CCD(Charge coupled device)イメージセンサ

と CMOS イメージセンサがあるが、基本的に CCD イメージセンサ（以下 CCD）と CMOS イメージセン

サ（以下 CMOS）は、ともに光を光電変換させるフォトダイオード(PD)が存在し、得られた光電子を電気信

号として読み出すデバイスであるという点では共通である。しかしながら、一般の半導体素子とは異なり、

撮像面に入った映像信号を高品質に変換して取り出すという点がある。特に画像という観点では、 終的な

画質は、人間の目という もシビアな計測器にて判断されるため、通常の半導体に比べて、ばらつきに対す

る許容度や、欠陥に対する許容度が厳しい傾向にある。 

本稿では、Si 技術をベースとしたイメージセンサ、特にエリアセンサを中心にその技術の概要を述べる。 

 

3.3.1 CCD/CMOS の相違点 

前述のように現在主力となっている Si 半導体技術をベースにしたイメージセンサは，その構造の違いによ

り、CCD と CMOS の 2 種類がある。CCD も CMOS も二次元に配列された PD に入射した光を電子に変

換（光電変換）してそれを順次読み出していくという点では変わりはない。その 大の差は，その電子をい

かに電気信号として外に取り出すかの方法（読み出し方式）の違いにある（図 3.4.1. 1 参照）。 
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図 3.4.1. 1 CCD/CMOS の動作相違点 
CCD は，フォトダイオード（以下 PD）で発生した電荷を垂直の電荷転送部分と水平の転送部分を通じて，

あたかもバケツリレーの様に Si の中を運んでいく。そして 後に電荷検出部を通じて出力の信号（電圧）

として外部に取り出す。一方，CMOS は，各画素に電荷検出部が付いており，そこで取り出した信号を Al ま

たは Cu などの配線を通じて外に取り出す。この方式の違いが，後述する性能の違いを生み出している。 

CCD では、電荷転送において、高電圧を用いる点、また、実用化当初は多層 poly 配線などを使用する点、

加えて、基板電位を用いた電子シャッタの実装などにおいて、通常の MOS ロジックとは異なるプロセスを

用いている。一方，CMOS は，その製造プロセスが，一般的な MOS ロジックとほぼ同じであるため CCD で

は外付けとなる駆動回路が内蔵されているのが一般的で，システムとしてみたときに部品点数が少なくて済

むという特徴がある。 

特性上の問題点として、CMOS は，電荷検出回路をそれぞれの画素の中に持つため，同じ画素サイズで

あれば，光を取り込む PD の大きさが CCD に比べて小さくなる。すなわち，感度やノイズの面で CCD が

有利ということになる。ただし，近年，CMOS プロセスの微細化や画素の共有化技術の進展により、回路や

配線の大きさが縮小されており，そのデメリットは縮まりつつあり、あわせて、配線部の影響が少ない裏面

照射型 CMOS の登場により、CCD の特性同等以上を実現するデバイスも商用化されている。 

CCD は，CMOS では困難な撮像面全体にわたって露光タイミングのズレない電子シャッタ（グローバル

シャッタ）の実現が容易という特徴を持っている。ただし，CCD は電荷の伝播に高い電圧が必要であり，

システムとしての消費電力は CMOS に対して大きくなる。さらに垂直レジスタを有することに起因して，

高輝度の被写体を撮影した時にスミアという現象が発生するのは CCD 特有のものである。高フレームレー

ト化に対しては，信号の伝送をバケツリレーで行う CCD に対してメタル配線で行う CMOS が有利である。

これらの性能の違いにより，例えば，画素を極限まで縮小し画素数を追及しつつ性能を重視するコンパクト

デジタルスチルカメラでは CCD が，消費電力を重視する携帯電話内蔵のカメラには CMOS がという様に

用途に応じた使い分けがなされている。同じデジタルスチルカメラでも一眼レフについては，画素のサイズ

が大きく CMOS の回路や配線による性能のハンディがほとんどないために，連写性能を重視して高速に強

い CMOS が使われるケースが増えてきている。近年では、裏面照射型 CMOS の登場により、従来 CCD が

主流であったコンパクトデジタルスチルカメラにおいても、CMOS が使われるケースが増えてきている。 

①画素内のフォトダイオード（受光部）で光を受光し、電荷に変換

して蓄積 

②全ての受光部に蓄積された電荷は、同時に垂直伝送路（垂

直CCDレジスタ）に転送（全画素同時露光 一括読み出し）。 

③垂直伝送路を経由した電荷は、水平伝送路（水平CCDレジス

タ）に転送。 

④水平伝送路から転送されてきた電荷は、最後の増幅器で電

荷から電圧に変換、増幅されてカメラ信号処理に送信。 

①画素内のフォトダイオード（受光部）で光を受光し、電荷に変換

して蓄積。 

②蓄積された電荷は、画素内にある増幅器によって電圧に変

換、増幅。 

③増幅された電圧は、画素選択スイッチのON/OFFにより、ライ

ン毎（行毎）に垂直信号線に転送（ライン露光 順次読み出し）。

④垂直信号線毎に配置されている列回路（CDS回路）により、

画素間にばらつきのあるノイズを除去し、一時的に保管。 

⑤保管された電圧は、列選択スイッチのON/OFFにより水平信

号線に送信。 
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3.3.2 CCD とその最新技術 

(1) 素子の基本構成と動作原理 

図 3.4.2.(1).1 は CCD の模式図である。Si 上に形成された光を電化に変換する PD 部と電荷転送部から構

成されており、この電荷転送の方式の違いにより、フレーム・トランスファ（FT）方式、インターライン・

トランスファ（IT）方式に分類される。一部の業務用の CCD に関しては、IT 型に蓄積領域を設けた、フレ

ーム・インターライン・トランスファ（FIT）方式と呼ばれるものがある。表 3.4.2.(1) .1 にそれぞれの方式

の特徴を挙げる。現在、民生用機器においてもっとも使われているのは、IT 方式であり、技術開発も、IT

方式を中心に行われている。 

 

図 3.4.2.(1).1 IT-CCD 模式図 
 

表 3.4.2.(1) .1 FT/IT/FIT 方式の比較 

IT 方式は、その読み出し方において、２つの方式がある。ひとつがインターレーススキャン（IS）方式、

もう一つが、プログレッシブスキャン（PS）方式である。IS 方式では、複数の画素でひとつの垂直レジス

 FT 方式 IT 方式 FIT 方式 
構造 垂直レジスタが PD を兼用、遮

光された電荷蓄積領域を持つ 
PD と垂直レジスタ部が別に存

在。単位画素は、光電変換部と

垂直レジスタで構成 

IT 方式と同様の構造をした画

素部と水平レジスタ部の間に

FT 方式と同様の蓄積領域を設

けている 
動作 一定期間で光電変換後、電荷を

垂直ブランキング期間に蓄積

領域に高速転送。その後、水平

転送レジスタで出力する 

一定期間で光電変換を行った

後、垂直ブランキング期間に垂

直レジスタに転送。その後、水

平レジスタで出力する 

一定期間で光電変換を行った

後、垂直ブランキング期間に垂

直レジスタから蓄積領域まで

一気に転送。その後、水平レジ

スタで出力する 
特徴  構造が簡単。 

 垂直レジスタが光電変換

部を兼用しているため、画

素部における光電変換領

域が大きく取れる。 
 蓄積領域が必要なため、チ

ップサイズが大きくなる。

 FT 方式に比較して、チッ

プサイズが小型化できる。

 垂直レジスタで遮光で切

るため、スミアの発生が抑

えられる 

 IT 方式に比較して、完全

遮光した蓄積部内で転送

を行う時間が長いため、ス

ミアの発生を抑えること

ができる 
 蓄積部が必要なため、チッ

プサイズが大きくなる 
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タを使うため、読み出し時には、画素信号を混合させる（フィールド読み出し）、もしくは、複数回に分割し

て読み出す（フレーム読み出し）ことが必要となる。他方、PS 方式は、画素毎にレジスタを持つため、す

べての画素を一括して読み出すため、全画素読み出し方式と呼ばれる。表 3.4.2 (1).2 にそれぞれの特徴を

示す。同一画素サイズでは、IS-IT 方式に比較して、PS-IT 方式は垂直レジスタの領域が必要なため、PD の

面積が少ない傾向にあり、センサの特性（感度、飽和信号）の確保が難しい傾向にあり、工業用カメラ向け

などの一部の用途を除くと、現在では、IS-IT 方式が主流となっている。 

表 3.4.2.(1) 2 IS/PS 方式比較 

 

 

(2) 画素の微細化技術 

前述のように、現時点での技術開発は、主として、IS-IT 方式の CCD が中心であり、特に、市場規模が大

きいデジタルスチルカメラに向けた画素の微細化を実現するための開発が中心に行われている。微細化は、

プロセスの進化に合わせて進んでおり、年率で約 8%、過去 20 年を振り返ると 1/40 以下に縮小している。 

CCD は、その原理と構造的特徴から、入射光を受光し電荷蓄積をする PD 部と、蓄積した電荷を転送する

電荷転送部を持っている。IS-IT 方式では、有効画素領域内の各 PD に隣接する垂直転送部と、有効画素領

域の端に、水平転送部を持つ構造である。言い換えると、電荷転送部は CCD のデバイス構造において大き

な割合を占めており、PD や転送部の性能に大きな影響を与える部分と言える。 

2004 年以前は、IS-IT 方式における、単位画素面積の縮小は、多層電極構造によって進められてきた。し

かしながら、多層電極構造が持つ電極のオーバーラップ部分が、感度、スミア比といった、CCD の性能向上

や、消費電力低減への妨げになることが顕在化し、単位画素面積の更なる縮小を実現困難なものにすると考

えられ、2005 年以降において、転送電極部のオーバーラップをなくした新しい構造（単層電極構造）が採用

されるようになっている。これにより、従来のオーバーラップ部を有する多層電極構造 IT-CCD において実

現困難であった低層構造での感度向上、低温プロセスを用いたスミア抑制、電極間寄生容量低減による消費

電力低減を図ることができている。この単層電極構造 IT-CCD の開発によって、微細画素を必要とする小型

高性能撮像カメラの性能要求に応えることができ、より一層の単位画素面積の縮小に応えられる性能向上が

可能となった。 

(a) 単層電極構造 

図 3.4.2.(1). 2 に単層電極構造 IT-CCD の断面構造を示す。 
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単層電極構造は多層電極構造に対していくつかの特徴がある。電荷転送電極がオーバーラップせず、電極

端面が垂直であること。電荷転送電極間上の遮光金属層の高さが低く、かつ平坦であること、などである。

単層電極構造は、受光面となる Si 基板表面から転送電極上の遮光金属層までの高さが、従来の多層電極構造

に比べ非常に薄くできる。この構造により、光電変換を行う PD への光の入射を、遮光金属層が阻害する光

のケラレが起きないため効果的に入射光を集めることができる。その結果、感度特性の向上に寄与する。ま

た、単層電極構造の電極間ギャップはおよそ 0.1 μm の間隔を実現し、転送効率の低下のない電荷転送を実

現できている。 

 
図 3.4.2.(1).2 単層電極構造とオーバーラップ付多層電極構造の断面比較 

(b) シャント電極構造 

単層電極構造は集光効率向上への寄与が大きいが、画素面積の更なる微細化を進める上では課題も存在し

てきた。単層構造は、その名の通り、１種類の電極材で電荷転送電極を形成する。単位画素を構成する電極

構造を平面で見た場合、垂直方向の画素分離領域に電極配線が２本配置されるため、単位画素面積の縮小を

進める際に、垂直方向の開口面積を拡大することが困難になってくる。また、この配線に、センサ読み出し

電圧が印加されるため、垂直方向の画素分離性を低下させ、信号電荷の混入を招き、混色が発生し易くなる

ことが懸念される。これらの課題を解決するために、単層電極＋shunt 構造の IT-CCD が開発されている。

この構造は、単層電極のメリットである、PD への光のケラレの抑制とプロセスの低温化を維持しながら、

PD の面積の拡大と、信号電荷の混色抑制を両立させるものである 

 単層＋shunt 構造は、単層電極構造と同様に、転送電極は単層で形成される。単層電極構造が、水平方

向に連続した電極のみで構成されることに対し、shunt 構造は、水平方向に連続した電極に加えて浮島状の

転送電極を持つ。画素部分の転送電極の配置は、浮島状の電極と、水平方向に連続した電極が、垂直転送方

向に見て交互に配置されている。この浮島状の電極は、水平方向に連続した電極上に形成された shunt 配線

によって電気的に接続されている。 

 この構造により、単層電極構造では上下の画素間において２本並んで存在した電極配線が１本となり、

PD の面積を拡大することが可能となった。転送電極上の shunt 配線は、浮島電極とのコンタクト部付近に

のみ形成するため、その配線幅は小さく形成でき、光のケラレは抑制できる。また、センサ読み出し電圧が

印加される電極を浮島電極のみにすることが可能となり、上下の画素間で発生し易くなる信号混色の懸念は

解消されるメリットもある。Shunt 配線については、poly 電極や metal 電極での配線が用いられている。特

に metal 配線は、CCD の欠点である、転送電極の低抵抗化に大きく寄与しており、垂直レジスタへ有効な

転送電圧を供給できるため、飽和信号に関して大きな寄与がある。  

Single layer

Multi layer

Single layer

Multi layer
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(c) プロセス低温化 

単層電極構造を採用することで、重なりあう電極間の絶縁に必要とされる多層電極構造形成時の高温酸化

工程が不要になり、プロセスの低温化が可能になる。多層電極構造の場合、１層目電極下と２層目電極下の

絶縁膜を同一にし、かつ、電極間絶縁膜を形成する必要があり、必然的に酸化プロセスを使うことが多い。

単層電極構造では、全ての転送電極が形成された後に電極間絶縁膜を形成するため、この絶縁膜形成に、酸

化以外のプロセスを使うことができ、プロセスの低温化が可能となる。 

プロセスの低温化は、不純物拡散距離を小さくし、急峻なポテンシャル分布形成など、様々なデバイス性

能に有効である。急峻なポテンシャル分布はより、大きな静電容量を得ることができ、例えば、垂直転送路

の形成においては、単位面積当たりの取扱い電荷量を向上させることができ、多層配線構造に比べ幅の狭い

垂直転送路を形成できることになる。幅の狭い垂直転送路を可能にすることは、入射光の垂直転送路への混

入で起こるスミアの抑制に有効である。このほか、上下画素間の実効的な素子分離領域の縮小化により PD

の面積拡大も可能にする。 

(d) ゲート絶縁膜構造 

単位画素面積の縮小と高い駆動電圧の関係から、IT-CCD の電解強度は増加傾向にある。多層電極構造

IT-CCD では、ゲート絶縁膜に ONO 構造を用いる構造が主流である。多層電極構造では、1 層目の電極形成

後に 2 層目の電極との絶縁層を形成するため、酸化膜だけを用いると 1 層目と 2 層目の電極下絶縁膜厚を均

一にすることができないが、ONO 膜を使うことで、酸化や酸化膜のエッチングなどによって電極下絶縁膜

厚を均一化し、バルクシリコンに印加される実効振幅電圧の 大化を図ることが可能である。しかしながら、

ONO 構造では、PD から垂直転送路への電荷転送効率が高電界により劣化することが確認されており、これ

が画素の小型化の障害になってきた。IT-CCD では、十分厚い ONO 膜を使用しているが、この現象により

CCD にとって重要な電荷転送に致命的な影響を及ぼす可能性があり、この問題を回避するための技術が必要

となっている。 

現在、単層電極構造を用いているデバイスでは、ゲート絶縁膜に窒化膜を用いず、酸化膜のみで形成する構

造が導入されている。単層電極構造では、2 層目電極形成に必要な、電極加工、酸化プロセスが不要であり、

有効画素領域内のゲート絶縁膜を 1 種の酸化膜だけで形成することが可能である。このゲート酸化膜構造で

は、ゲート絶縁膜中に窒化膜が存在しないため、高電界で駆動する中で引き起こされる電荷転送の劣化を防

止できる。 

(e) 遮光膜構造 

一般に、垂直レジスタを覆う遮光膜形状には開口内への張り出し部が存在する。この張出し部は、垂直転

送部に入射光が到達することで発生するスミアを低減させる役割を持つ。しかし、単位画素を微細化するに

つれ、遮光膜開口部での光の回折によるスミア発生が示唆されてきたことで、この遮光膜の張出し部がスミ

ア抑制に必ずしも有効でなくなってきた。また、さらなる遮光膜開口の拡大のため、遮光膜の側壁膜厚の薄

膜化にも着目されている。遮光膜の側壁膜厚による、垂直転送路への光の漏れこみ量の悪化はなく、遮光膜

の張出し除去と、遮光膜の側壁薄膜化を同時に行うことにより、遮光膜開口率を大幅に向上させることがで

きるようになっている。 

(3) その他の技術開発 

 画素の微細化に加えて、高感度化や、ダイナミックレンジを拡大する技術開発も進められてきている。高

感度化については、PD の構造を見直し、Si 基板で光電変換可能な近赤外領域の感度向上などが進められて
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いる。これらの技術は、監視カメラや医療用の分野において、ニーズが高い。 

 

3.3.3 CMOS 

(1) 素子の基本構成と動作原理 

CMOS は、歴史的には PN 接合型のイメージセンサの基本原理として、例えば、1965 年の

IEDM(International Electron Devices Meeting)で、G. P. Weckler から発表され 1) CCD より開発の歴史は

古い。しかしながら、商用化という面においては、永らくイメージセンサとして主流をなすことはなかった。 

CMOS の基本構成は、CCD と同じような光電変換部分の構造を有する PD で得られた信号電荷（光電子）

を各画素に構成されたアンプ回路を通じて、列回路に読み出し、水平走査回路を使って読み出す方式をとる。

基本画素構造の一例として１つの PD と４つのトランジスタ(Tr)からなる４Tr 型 CMOS を示す 2)（図 

3.4.3.(1).1 ）。 

 

図 3.4.3.(1).1 ４Tr(トランジスタ)型の CMOS の回路構成 
CCD の場合は、出力される信号のノイズを除去させる為の回路（一般的には、CDS：Correlated double 

sampling が用いられる）と、ゲインを調整する回路、及びデジタル信号に変換する AD コンバータ（ADC）

の LSI が必要になるが、CMOS の場合、レジスタ駆動のドライバーや、制御回路等の機能を同一センサ内

に入れる事が可能である。実用化を先行した CCD は、CMOS と比較して、動作させる為には多電源の比較

的高電圧が必要であり、低消費電力化には不利である。これに対して、CMOS は 5～3.3V 以下の単一電源

で、かつ低消費電力で動作可能であり、ポスト CCD として用いられてきている 3)。 

(2) 読み出し方法による CMOS の分類 

大きく CMOS は、画素の読み出し方式において、PD からの電荷の読み出しにおいて、PD の出力を増幅

せずに読み出す（Passive Pixel Sensor 以下 PPS）と、PD からフローティングディフュージョン（FD）と

呼ばれる容量にそれぞれの電荷を入力し、その電荷をアンプ回路を通して信号値として読み出す方式に代表

される、PD から信号電荷を増幅して読み出す方式（Active Pixel Sensor 以下 APS）の二つの方式に大別さ

れる。2010年現在においては、小型画素においてSN比がとれるAPSがCMOSの主流であり、一般にCMOS

といった場合は、APS 方式 CMOS のことである。4) 

(3) 高画質化技術 

上記のようにシステムオンチップや消費電力などの面でメリットがある CMOS であるが、CCD の高画質

画像に対して、CMOS の画像は低ノイズ状態を維持することが比較的困難であり、高画質化を達成出来る技

術の開発が強く望まれていた 5)。ここでは、近年開発が進められてきた、CMOS の高画質化技術に関して、

画素構造に関連する部分と、回路に関連する部分について説明する。 
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(a) 画素構造関連技術 

(i) PIN 型 PD 

CCD と同様に画素のデバイスから発生する光電子以外のノイズ電子をできるだけ影響させない構造とし

て、PD の領域を埋め込み PD 型（Pin 型 PD）の構造を用いたセンサ構造が開発されている 6)。その結果、

従来の構造の場合では、Si の表面準位の影響で、ノイズ要因となる電子が発生するが、PD の埋め込み PD

化によりホールの蓄積で、この悪影響が排除され、結果として、従来の場合と比較して、ノイズ値は１桁程

度改善されている。 

(ii) 画素共有化技術 

CCD/CMOS の相違点のところでも述べたが、APS 型 CMOS は、画素部に FD などの増幅用のアンプ回

路、読み出す画素を選択するためのスイッチなどが入るため、CCD に比較して、回路の面積が大きくなり、

PD の開口率が CCD に比較して小さくなる傾向にある。これらの回路は、光電変換という観点からは、無効

な領域であり、単位画素あたりのトランジスタ数の削減が、初期の CMOS の画素開発ポイントであった。

開発当初は、画素毎に回路が入っていたが、開発の進展に伴い、画素部に搭載するアンプ回路や選択スイッ

チなどを複数の画素で共有する構成が開発されてきた。画素の小型化が進んだ現在では、２画素毎に共有す

る方式や、４画素毎に共有する方式が一般的となっており、CMOS の画素の微細化に寄与している。 

(iii) 配線技術 

CMOS においては、画素内に回路を形成するため、配線数が多くなる傾向がある。このため、配線の 上

部から、PD までの距離が CCD に比較して高くなる傾向がある。このため、オンチップレンズからの距離が

遠くなり、斜めからの入射光に対して、けられなどが生じやすい。この現象を緩和するため、画素部に配置

される配線数を削減するための技術開発や、配線材料の見直し、配線ルールの見直しが進められている。半

導体技術の進展に伴い、現在では、Cu 配線などを使うことで、大幅な低背化が実現されている。 

 

図 3.4.3.(3). 2 AL 配線と Cu 配線の比較断面図 7) 
(iv) 裏面照射型構造 

従来の表面照射型 CMOS は、前述の通り、オンチップレンズと PD の間に、電圧の入出力に用いるトラ

ンジスタや配線層が多層に形成されている。そのため入射光は、光路の途中にある配線にぶつかって蹴られ

たり、配線の層間膜との界面で屈折を起こして曲がったり、といった現象を起こし、オンチップレンズで集

めた光を効率よく PD に到達させることができない。特に画質の性能向上のために多画素化すると、一画素
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の面積が小さくなり、また、高速駆動のために配線層を多くすると、PD に集められる光がどんどん少なく

なり集光率がますます悪化するという課題がある。裏面照射型では、Si 基板を反転させた面（裏面側）から

光を照射させることで、配線やトランジスタの影響を受けることなく単位画素に入る光の量を増大させると

ともに、光の入射角変化に対する感度低下を抑えることが可能である。 

アイデアとしては、イメージセンサの開発初期よりあるものであるが、裏面照射型では通常の表面照射型

と比較して、その構造や工程に起因したノイズ、暗電流、欠陥画素、混色など、イメージセンサの画質低下

につながる課題が発生し、SN 比を低下させてしまう課題がある。これは、表面照射型においては、ノイズ

の発生源となる Si 界面が１つであるのに対して、裏面構造では、PD 近傍にその界面が２つ存在することに

起因する。このため、2008 年以前は、裏面照射型は、天文観測用などの冷却カメラシステムに使用するのが

通常であった。また、通常の表面照射型においては配線層があるため、極端な斜め入射光は、PD に入るこ

とがないが、オンチップレンズと PD 部の距離が近い裏面照射型においては、斜め入射光が PD 内部にて光

電変換を起こし、混色を起こしやすいという問題もある。現在は、裏面照射型 CMOS に 適化した PD 構

造などが新たに開発されており、その課題が改善されつつある。また、一部のデバイスにおいては、CCD の

特性を上回るものも存在しており、微細画素を中心に商用化が進められている。 

 
図 3.4.3.(3). 3 裏面照射型 CMOS 断面図 

(b) 高画質化回路技術 

CMOS から発生するノイズは、画素部でフォトンショットノイズ、リセットノイズ、熱雑音、暗信号、暗

信号ショットノイズ、リーク電流、1/f ノイズ、画素開口部ばらつき起因のむら、さらに画素から出力された

信号に影響を及ぼすアンプに起因する熱雑音、オフセットノイズ、Gm ばらつき、1/f ノイズ等が存在する。

これらのノイズをできるだけ小さく制御させる事で高画質イメージセンサが得られる。 

(i) カラム CDS回路 

この一つの対策として画像信号入力前と入力後の信号の差分を Correlated Double Sampling (CDS)を用

いてオフセットノイズやリセットノイズ等の成分を除去できる。図 3.4.3.(3).4 は代表的な CDS 回路の例で

ある。画素部からは画像信号とオフセット信号及びランダムノイズ成分が乗った信号が出力されるが、

Vsig=(Vd+Vn)-(Vrst+Vn-Vcin) で Vsig の画像信号を得る事が出来る。ここで、Vd : 画像信号、Vrn : 画素

リセット時の信号、Vn：オフセットノイズ＋ランダムノイズである。 

このような CDS 回路は、各カラム部に設置され、全ての画素部からの信号を本 CDS 回路に通す事でノイ
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ズ除去が可能となっている。多画素でフレームレートを上げる事は高い駆動周波数で動作させる必要があり、

回路設計の難易度が増大する。CCD の場合は、出力回路が 終出力部に一つで構成する場合が多い。その為、

多画素で早いフレームレートを達成させる事は、駆動周波数が増大し、消費電力の観点等設計上困難となる

場合がある。また、CCD の場合、出力信号は外部 LSI として構成されるゲイン調整回路に入力される。例

えば、暗い状態でのゲイン調整はゲインを大きくして、画像信号の輝度値が 適になる様に撮影する。 

但し、この場合には、元々有していたノイズと共に、ゲイン調整を行うのでアンプノイズも付加された画

像となる。通常、ゲイン調整を行うアナログ回路を有しているが、このアナログ回路を駆動させる周波数が

比較的高い場合には、周波数に応じた大きさのランダムノイズも付加され、雑音の多い画像となる。これに

対して、CMOS はカラム部に、このゲイン調整回路を並列に搭載させる事も可能で、並列化によりゲインア

ンプの駆動周波数を、並列数の逆数に相当する周波数まで低下させることが可能となる。その結果、多画素

でかつ高フレームレートでも、発生する回路ノイズを小さく保つ事が可能となった。但し、カラム数は 近

のデジタルカメラでは、数千個有しているのでゲイン調整回路も数千個配置させる必要があり、そのカラム

アンプのばらつき等の影響で別のノイズが発生する懸念点も有しているが、設計的に 適化させたゲイン調

整回路をカラムに有する CMOS としては実用化し、実際の携帯電話のカメラにも搭載されている。 

 

図 3.4.3.(3) 4 カラム CDS 回路の例 
(ii) カラム ADC回路 

このように CMOS においては、数百万画素を数百フレームで信号出力させる事が比較的容易に設計でき

る。この応用として、近年、CMOS のカラム出力部で AD 変換を行う事で、従来アナログ出力で生じていた

各種システム的な動作に起因するノイズの影響をセンサチップ上で排除できるイメージセンサが開発されて

いる３。しかしながら、希望とする特性の仕様を満足する為には、高速 ADC 変換技術はデジタルデータのビ

ット解像度と併せて、その基本アーキテクチャから考察する必要がある。 

このため、近年、数百万画素の多画素であり、かつ比較的高いフレームレートを実現出来る高速 ADC が

開発されている 8)。一例としてシングルスロープ型の ADC を用いて、高速撮像に適応しやすいアーキテク

チャを有しているものを示す。 
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図 3.4.3.(3). 5 カラム ADC 回路の例 
図 3.4.3.(3). 5 は、ADC の基本構成を示す。カラムに設置されたコンパレータはランプ発生器（DAC）

と画素出力に繋がる容量に接続されている。カラム部は非同期の PLL に接続されたリップルカウンタが設

置されている。コンパレータの出力が変化するまでクロックφPLL のクロック数がカウントされる事で AD

変換動作が行われる。また、リップルカウンタのアップ、ダウンカウントを行う事でデジタル的に CDS 動

作を行う事が可能となる。これによりカラム部で AD 変換の誤差となる各列のクロックスキューばらつきや

カウンタディレイばらつきを起因とするノイズはデジタル CDS で補正される。本回路を用いた動作の特徴

的な点を示すと、出力回路部は ADC 動作直前に、画素からのリセット状態と信号状態の減算を行うアナロ

グ CDS を 初に実行する。これにより、画素部のオフセット電圧ばらつき等で発生するノイズの減算処理

を行う。さらに、上述したデジタル的な ADC 動作を行う事で Dual のノイズ除去である CDS 動作を実現し

ている点である。これによりアナログ部とデジタル部で発生する FPN を効果的に抑制させる事が可能とな

る。カラムに搭載される ADC は近年、各種の提案が出てきており、CMOS の特徴となる高速化を実現する

ために活発な開発が行われている 

(4) システムオンチップ技術 

もともとMOS ロジックプロセスとの親和性が高い CMOSではタイミングジェネレータやADC 回路など

を搭載してきたが、現在では、カメラ付携帯電話を中心として、カメラ信号処理を同一 Si 上に形成されるケ

ースが多くなってきている。CMOS に用いるプロセスルールの進展に伴い、搭載されるゲート規模も拡大し

ており、カメラ付携帯電話向けとしては、JPEG 圧縮回路まで搭載されるにいたった。今後、CMOS の市場

拡大にともない、各種の機能が搭載されていくことが予測される。 
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第4章 医療機器 

 

 光学的な生体計測方法は、非侵襲、非接触、高速、高分解能などの点で優れた特徴を有している。まず、

最先端の生命科学研究や医療機関での各種診断に不可欠となっている光学顕微鏡について、省エネルギー、

複合化、高機能化、高分解能化などの観点から技術革新を展望する。次いで、生体内部の３次元構造をほぼ

リアルタイムに得ることが出来る計測方法である光コヒーレンストモグラフィー（OCT）について、その原

理と要素技術を紹介し、現在最も注目されている眼科応用について現状と将来展望を述べる。 

（伊藤 雅英） 

4.1 顕微鏡 

 

4.1.1 はじめに 

 光学顕微鏡の歴史は 400年もの長きに亘っており、ヤンセン父子（1590 年）による発明に始まり、ロバー

ト・フックによる細胞の発見（1665 年）、1800 年代後半にはドイツのアッベやツァイスよって理論的研究及

び工業製品化が行なわれた。その後も、コッホによる結核菌の発見（1882 年）、ツェルニケによる位相差顕

微鏡の発明（1935 年）、ミンスキーによる共焦点顕微鏡の発明（1957 年）などが続き、光学顕微鏡の発展を

支えてきている。光学顕微鏡と言うと古典的なイメージや、分解能が電子顕微鏡に及ばないとの印象を持た

れることがあるが、光の基本情報である、空間(x,y,z)、時間、波長、位相、偏光を駆使することで、試料の

情報を比較的容易に取り出すことができる最先端の機器へと進化を遂げている。特に、光を用いることで、

非侵襲で試料の情報を取り出せるという大きなメリットを有しており、将来においても重要性は益々増大し

てゆくものと期待されている。 

 

4.1.2 顕微鏡の市場・技術動向 

近年の光学顕微鏡は、最先端の生命科学研究や医療機関での各種診断、最先端の半導体製造検査等の産業

分野に至るまで、必要不可欠な機器として広く利用されている 1)2)。そのため顧客ニーズも多岐に亘り、一概

に今後の動向をまとめるのは難しいが、周辺機器との融合によるシステム化及びデジタル化による機能向上

と高性能化が進むと予想される。以下、これらの現状を示す例を幾つか解説し、今後進むべき方向の提言へ

とつなげる。具体例として、先ずは環境保護の観点から、顕微鏡にも省電力化が求められてきている内容に

触れる。続いて機能向上の観点から、従来の複雑な操作を簡略化するためにパソコンのモニタ上で全ての操

作を行なうボックス型顕微鏡や細胞培養を行う CO2インキュベーターと一体化した顕微鏡、そしてデジタル

画像による病理診断支援システムと診断情報のネットワーク化について紹介する。一方、高性能化の観点か

らは、2 光子励起顕微鏡による組織試料の深部観察や非線形光学現象を利用した顕微鏡、光の照射方法・検

出方法を工夫し回折限界を超えた超解像顕微鏡など、試料から多くの光情報を得る技術を紹介する。 

 

(1) 環境対応 

環境対応という観点では、材料組成や製造工程での有害物質使用も含まれるが、ここでは消費電力の観点

から LED（Light Emitting Diode）について解説する。LEDはここで触れるまでもなく、民生用の機器では光

源として多く用いられてきているが、顕微鏡用途としては輝度や演色性が不足するケースもあり、現時点で

99



は発展途上段階と言える。しかしながら、その発光効率の高さ・消費電力の低さによる環境保護の観点はも

ちろんのこと、色温度が変らずに調光が可能となる点や高速での on-off 切換え機能については、従来のハロ

ゲンランプや水銀ランプでは達成不可能なものである。このため、LED が非常に魅力的な光源であることは

間違いなく、今後の発展が大いに期待される。本項では、これまで適用困難とされてきた LED を病理・細胞

診など様々な検査に適用可能とした新開発の白色 LED について解説する。 

病理・細胞診では組織の形態や微妙な色調の違いを観察して判定を行っている。このため、従来のハロゲ

ンランプに色温度補正フィルタを組み合わせ、自然に感じる白色光（色温度 5500K）と同等レベルの色温度

が LEDに対しても求められる。高輝度で白色 LEDと呼ばれるものは民生用で多く販売されており、一見する

と白色のように見えるが、青の LED励起に黄色蛍光体を組み合わせた Blue/YAG 方式が多く採用されおり、そ

の分光特性は図 4.1.2.1 に点線で示すようなものである。これでは病理・細胞診などの検査用には演色性が

不十分であり、LED隆盛の時代にもかかわらず、本格的な検査には用いられてこなかった。新開発の白色 LED

は、低消費電力（3Watt）、長寿命（約 20,000 時間）という特性を備えたうえで、近紫外 LEDを励起光とし、

複数の蛍光体からの蛍光を多く組み合わせることで、可視域にて連続光を得ることに成功した 3)。図 4.1.2.1

に示ように、新開発の白色 LED は従来の Blue/YAG 方式に比べ高い演色性を実現している。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) ボックス型顕微鏡・インキュベータ一体型顕微鏡  

 最先端の生命科学研究では、ポストゲノムの流れを受け、生きたままの状態でタンパク質や細胞の機能解

明を行なうことが主流となっている。そのためには、2009 年ノーベル賞受賞で話題になった蛍光タンパク質

などを用い、対象部位を選択的に光らせて観察・計測を行なう蛍光顕微鏡による｢イメージング｣が必須にな

ってきている。最近では生物学の様々な分野にてこの｢イメージング｣の重要性が高まってきており、これま

で顕微鏡を使わなかった分野でも顕微鏡が使われるようになってきている。このような状況下、パソコンの

モニタ上で全ての操作を行い、目視観察用の接眼レンズを廃し、デジタルカメラと一体型となったボックス

型の顕微鏡が登場してきている。（図 4.1.2.2 参照） この顕微鏡は、従来の顕微鏡の形から脱却するだけで

なく、これまで顕微鏡への敷居を高くしていた複雑な操作や調整作業の簡略化を実現していることが最大の

図 4.1.2.1 各光源のスペクトル特性  

新開発の白色 LED はスペクトルがハロゲンに近いことが分かる。なお、右上（a）は市販の LED を用いた 

顕微鏡（オリンパス社 CX21-LED）、右下（b）は新開発の白色 LEDを搭載した顕微鏡（オリンパス社 BX43） 

380 430 480 530 580 630 680 730 780

波長(nm)

Blue/YAG方式LED

ハロゲン30W（電圧4V）
　＋色補正フィルタ
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強
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ポイントである。また、顕微鏡利用の裾野を広げるとともに、研究者が本来のデータ解析に集中する環境を

作ることも狙いであり、今後の顕微鏡の大きな方向性の一つを示したものである。 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.2.2  ボックス型顕微鏡（オリンパス社 FSX100 ） 

さらに、ボックス型顕微鏡のひとつと言えるが、培養環境保持装置（CO2インキュベーター）と呼ばれる

保温器と顕微鏡を合体させ、数週間に亘って生きた培養細胞観察を初めて実現可能にしたのがインキュベー

タ一体型顕微鏡（図 4.1.2.3 参照）である。緑色蛍光タンパク質（GFP）等を用いて細胞周期を可視化したり、

近年注目を浴びている iPS 細胞や ES 細胞の分化過程の研究など、今後益々増大してゆく長期間に亘るイメ

ージングに大変有効な機器となってきている 4)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.2.3  インキュベータ一体型顕微鏡（左：オリンパス社 LCV110  左：ニコン社 Biostation IM） 

 

(3) デジタルパソロジー向け診断支援システム 

病理診断とは適切な治療を行うために、人体から採取した病変組織や細胞を顕微鏡で観察し、病気を診断

する行為であり、この中で顕微鏡は長年中心的な役割を果たしている。近年では、ガンの早期発見技術の発

展・普及、高齢化の影響等により、先進国ではガンの病理診断数が増加傾向にある一方で、病理診断を専門

に行う病理医が全世界的で恒常的に不足しているとされる。そこで、病理医がより効率的に病理診断を行う

ために、デジタル技術や IT 技術を用いた診断支援システムが登場してきている。その特徴は、顕微鏡によ

る高精細画像を高速でスキャンしながら取得し、最終的にスライドガラス標本全体をデジタル画像とするバ

ーチャルスライド化にある。これにより、デジタル化された病理組織画像中の組織および細胞の特徴から、

ガンと思われる領域の自動抽出、治療法選択のための免疫染色画像の特徴量計測などを高精度・高速に行う

ことができる。その結果、病理診断の迅速化、病理診断の均一化の促進、さらにネットワークを介すること

で、遠隔地とのカンファレンスやコンサルテーションが実現できる。 
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図 4.1.2.4  バーチャルスライドシステム（オリンパス社 VS110） 

右の図は各画像を貼り合わせて１枚のデジタル画像（バーチャルスライド）にした様子を示す。 

 

(4) 非線形現象を利用した顕微鏡 

ここまでは、システム化とデジタル化による顕微鏡の機能向上に主眼を置いて解説してきたが、以下では、

顕微鏡の醍醐味とも言える「見えないものを見る」を実現する高性能化について述べる。 

(a) 2 光子励起顕微鏡 

生体内部を生きたまま非侵襲にて観察し、生体の機能を解明しようとする研究が脳科学分野を中心に年々

増加してきており、強い散乱体である生体深部をサブミクロンの高解像で観察出来る 2光子励起顕微鏡のニ

ーズが急速に拡大している。2光子励起顕微鏡とは、１つの蛍光分子が２つの光子をほぼ同時に吸収して励

起状態となる非線形光学現象を利用している（図 4.1.2.5 参照）。その励起状態からエネルギーの低い安定し

た状態に戻る際、エネルギーが蛍光として放出され、その蛍光強度を測定して画像を構築する。2光子励起

の可能性については、既に 1931 年に提唱されており、1961 年には実験にて現象が確認されている。近年に

なってからはピークパワーの大きなパルスレーザーの出現により実用化が図られ、産業や生命科学の分野で

その応用が進められている。2光子励起顕微鏡は、多くの場合レーザー共焦点顕微鏡として構成されるが（図

4.1.2.6 参照）、その最大の特徴は、通常の可視光励起（１光子励起）に比べて波長が 2倍程度の近赤外光を

励起光として用いることで散乱の影響が小さくなり、従来では観察不可能であった生体の深部、例えば生き

たマウスの脳を表面から約 1mm程度まで観察が可能になる点である。 

生体の深部観察における 2光子励起顕微鏡の特徴をまとめると以下のようになる。 

(ⅰ) 近赤外光を励起に用いることで散乱の影響が少なく、生体深部の観察が可能。（図 4.1.2.7 参照） 

(ⅱ）光子密度が高い焦点位置だけが励起される。このため、レーザー共焦点顕微鏡としてのピンホ―ル

は不要となり、同時に３次元分解能も有する。（図 4.1.2.8 参照） 

(ⅲ) 焦点面付近以外は励起されないため、蛍光の褪色が少なくなり、併せて光毒性も抑えられる。 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.2.5  2 光子励起の原理図                             図 4.1.2.6  2 光子励起顕微鏡概観 
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図 4.1.2.7  励起波長による到達度の違い    図 4.1.2.8  1 光子励起と 2光子励起の励起領域の違い 

また、2光子励起による蛍光の発光効率(I)は以下の式で表され、励起光の平均パワーの２乗に比例し、レ

ーザーのパルス幅に反比例する 5) 6)。 

I ∝ σ  Pave
2 / （Fp・ Tp） 

σ ： 2光子の吸収断面積  Pave ：励起光の平均パワー   

Fp ： パルス繰返し周波数 (Hz)  Tp ： パルス幅 ( sec ) 

なお、パルス幅がフェムト秒オーダーのパルスレーザーを用いると、照明系や対物レンズを通過する間に、

ガラスの色分散によりパルス成分の時間遅延が起こり、パルス幅が広がってしまう。式（１）から分かるよ

うに、2 光子励起の発光効率はパルス幅に反比例するため、そのままでは効率が低下してしまう。そこで、

レーザー照射光学系の中にネガティブチャープ光学系を導入し、システム全体としてパルス幅を極小に補償

することで2光子励起の効率向上を図っている。 

図 4.1.2.9 に 2 光子励起顕微鏡による実際の観察例を示す。サンプルは大脳皮質ニューロンに緑色蛍光タ

ンパク質（GFP）を発現させたマウス（M-line）脳の in vivo での観察像である。従来はこの深さ（表面か

ら約 500μm）で、細胞体から伸びているニューロンはほとんど見えなかったのに対し、2光子励起顕微鏡で

非常にクリアに観察できている。 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.2.9  大脳皮質ニューロンに GFP を発現させたマウス脳の観察像 

   表面～深さ 500μm までの 100μm 毎の Z スタック画像 

   画像提供：自然科学研究機構 生理学研究所 和気弘明先生、根本知己先生、鍋倉淳一先生 

 

(b) 非線形現象を利用したその他の顕微鏡（SHC・CARS） 

2 光子顕微鏡に用いられている超短パルスレーザーを用いると、他にも様々な非線形光学効果を発生させ

ることができる。例えば、蛍光標識を行わず、無染色な試料でもコントラストをつけて観察することができ

る 7)。ここではその代表的な例として、SHG（Second Harmonic Generation）顕微鏡と CARS（Coherent 
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Anti-Stokes Raman Scattering）顕微鏡について簡単に触れておく。 

SHG と CARS の励起過程を図 4.1.2.10 に示す。信号強度はそれぞれ励起光強度の二乗、三乗といった非

線形性を示す。SHG は、反転非対称な分子が励起された場合電子振動に偏りをもつため生じる第二高調波成

分であり、細胞内で極性をもつ分子配向が無染色で観察可能となる。なお、SHG 光の波長は、励起光の波長

のちょうど半分である。CARS 光は、波長の異なる pump 光と Stokes 光を試料に同時に照射した場合に、

pump 光と Stokes 光の振動数差に等しい振動順位を持つラマン活性を持つ分子により発生する。CARS 光の

波長は pump 光や Stokes 光の波長より短くなる。pump 光や Stokes 光の波長を変えることにより、CARS

光を発生させる分子振動（例えば C-H 結合を多く有する脂質など）を選択的に可視化することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.2.10  SHG と CARS の励起過程 

 

 なお、ここで紹介した以外にも、下記のような非線形現象を利用し、生体試料に蛍光標識を行わずに観察

を行う顕微鏡が研究されている。一つの方法で全ての要求を満足するものはないため、その原理と、一体何

が見えているのか？を見極め、他の非線形現象と適切に組み合わせて用いることが今後の方向性であろう。 

(ⅰ) THG（Third Harmonic Generation）顕微鏡 

3 次の非線形感受率χ(3) が不均一となる物質が可視化される。（脂質など）8) 

（ⅱ）VSFG（振動和周波発生）顕微鏡 

赤外光吸収による分子振動を可視光の周波数シフトにより検出し、試料の赤外吸収分布を可視光

の解像度で観察できる。9) 

（ⅲ）SPE（誘導パラメトリック発光）顕微鏡 

2 光子共鳴吸収に伴う誘導放出により、その波長に合った電子準位を有するタンパク質のみを光

らせることができる。10) 

 

(5) 超解像顕微鏡 

光は波（波動）としての性質を有するため、蛍光分子のような極小の一点から発した光やレーザー光を集

光する場合、光学系の開口サイズによる回折の影響もあり、光の波長の程度までしか絞り込めない。この特

性は回折限界とも呼ばれ、光学顕微鏡の空間分解能は光の波長程度に制限されてきた。ところが最近、蛍光
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観察という前提はあるものの、この限界を超えた超解像顕微鏡と呼ばれるものが登場してきている 11)。これ

らの顕微鏡は、試料中の蛍光分子の光学応答や照明条件による結像特性をデジタル解析することにより、回

折限界を超えることに成功している。以下、超解像顕微鏡の原理と特徴を紹介する。 

 

（a）PALM/STORM 

光はいくら絞り込んでも波長程度の広がりを持ってしまうが、その重心位置は数 nm レベルの精度で測定

できる。そこで、試料中の蛍光分子を個別に発光させ、その重心座標を順次記録し、最終的に全ての蛍光分

子の位置を記録すれば、その分布から蛍光画像を構築することができる。蛍光分子を個別に発光させるには、

発光の on-off をスイッチングできる蛍光プローブを利用する。このような蛍光プローブを off 状態のまま試

料内に導入しておき、微弱な光でスイッチングを行ない、少数の分子のみが確率的に on となる状態にする。

ここで得られた点像強度分布に 2 次元ガウス関数をフィッティングさせ、その中心位置を蛍光分子の位置と

して記録する。続いて on 状態の分子を褪色させるか、別の光により off 状態にした後、再び微弱な光で少

数の分子のみ on にして観察する。この作業を繰返すことで、試料中の蛍光分子の分布を高い分解能で把握

することができる。PALM（Photoactivated Localization Microscopy）と STORM（Stochastic Optical 

Reconstruction Microscopy）は、この発光の on-off 制御に違いがあるが基本的な発想は同じである 12)13)。 

また、どちらも空間分解能は 20-30nm 程度であるが、視野内すべての蛍光分子の位置を計測するため、画像

取得時間が数分～数十分程度と長く、使用可能な蛍光プローブにも制限がある点が今後の課題と言えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.2.11  PALM/STORM の概念図 

 

 

（b）誘導放出抑制（STED）顕微鏡 

STED（Stimulated Emission Depletion）顕微鏡 14）とは、励起光のスポット（点像強度分布）に対し、STED

光と呼ばれ、蛍光の発生を抑制する輪帯状の光を照射し、発光領域を回折限界より小さくすることで非常に

高い空間分解能（～50nm）を達成している。発光の抑制は誘導放出と呼ばれる方法で行なう。誘導放出と

は、励起状態の分子に光が照射された際、その分子が誘導的にエネルギーを放出して基底状態に移る現象の

ことである。  
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図 

 

4.1.2.12  誘導放出抑制（STED）顕微鏡の概念図 

 

（c）構造化照明を用いた顕微鏡 Structured Illumination Microscopy（SIM） 

構造化照明を用いた顕微鏡（以下、SIM）では、試料を縞状のパターン（図 4.1.2.13）で励起を行い、縞

の方向と位置を変化させて蛍光像を取得する 15)。縞を投影したことで３つ回折成分が生じるが、そのうち±

1 次の回折成分はフーリエ空間上でシフトされ、ある係数が掛かって重畳されている。縞の位置を変えて画

像を取得するとこの係数が変化するため、縞の位置を変えた 3 枚の画像を取得し、連立 1 次方程式を解くこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.2.13  構造化照明を用いた顕微鏡（SIM）の概念図 
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とで各回折成分を分離する。続いて、±1 次の回折成分のシフトを戻してフーリエ空間上で再結合させるこ

とで高い解像度の観察像を再構成する。この時、縞と平行な方向に関しては効果が得られないため、120°

毎に 3 つの方位で各々3 回縞をずらして合計 9 回撮影を行い、各方位におけるフーリエ空間情報を計算によ

り結合させる必要がある。SIM は照明法の工夫によって顕微鏡光学系がもつ解像力を限界まで活用した結果

であり、その空間分解能は図 4.1.2.13 から分るように通常の回折限界の２倍（～100nm）となる。 

4.1.3 顕微鏡が進むべき方向について 

ここまで様々な顕微鏡を解説してきたように、現在の顕微鏡は周辺機器との融合によるシステム化及びデ

ジタル化による機能向上と高性能化が進んでいる。日本における顕微鏡の状況としては、光学系を中心とす

る顕微鏡単体ハードウェア、光源（LED、レーザー）、光検出器（CCD/CMOS/PMT）など、個々のハードウェア

開発、販売において世界的にトップレベルの企業が存在し、その技術力も高い水準を維持している。特に、

コストも含めた製造技術力においては他の追従を許さないケースもある。本節の 4.1.2（1）～（3）で紹介

した製品はその代表例である。 

今後、ポストゲノムの流れを受け、生命科学研究者のアプリケーションはまずます細分化、深化する傾向

にあり、また、医療従事者からは各種診断のプロセスの効率向上を狙った機能向上など、顕微鏡へのニーズ

は拡がりをみせている。このような状況下、顕微鏡と様々な周辺機器が融合し、画像解析技術とも調和して

顧客に総合的な価値提供を行う技術開発力、及びその前段階の全体構想力では米国・欧州に劣っていると言

わざるを得ないのが日本の現状である。このことは、ゲノム解析機器や創薬におけるハイスループットスク

リーニング機器にみられるように、各ハードウェアは日本製であるが、システムソリューションを実現して

普及している機器は米国・欧州製が多いことからも伺うことができる。さらに、顕微鏡発展の原動力となる

光学理論に基づく基礎技術開発においても、超解像のようなブレークスルーと呼べる技術は米国発がほとん

どである。米国は物理分野から生命科学分野への参入および異分野間の連携研究が盛んであり、研究機関・

大学レベルでは物理的知識を有する技術者が生命科学研究者と一緒になって研究を行い、アプリケーション

に根ざした新技術を次々に生み出す土壌がある。また、欧州にも顕微鏡関連の新規技術の開発を専門とする

研究機関が存在するなど、EU が主導しながら研究開発に力を入れつつある。 

このような状況を受け、今後の日本では、顕微鏡分野を単独で捉えるのではなく、医療イノベーションの

一環と捉え、産官学の連携強化だけでなく一部では融合も目指して研究開発体制を構築し、個々の技術では

世界的なレベルにある研究者と企業のニーズ・シーズを融合させることがポイントである。顕微鏡を生命科

学研究や各種診断用といったクローズした領域の機器として扱ってしまうと、単独での規模自体は大きくな

いため、これまでのように各研究機関やメーカーの個別戦略・個別最適から逃れることはできないと思われ

る。そして、近いうちに製造技術力では中国に背後を脅かされ、システム全体としての価値提供は米国・欧

州に今以上に大きく差を開けられることは確実である。 

そこで、繰り返しになるが、顕微鏡システムを利用したイメージング・センシングは、将来の医療イノベ

ーションを支える貴重な基礎データであるとの認識に立ち、産官学の「連携」を上回る「融合」を目指すべ

きである。このとき、綿密な彼我分析と技術ロードマップを作成し、優先的な分野・順位を決めて着実に実

行管理する体制構築も併せて重要である。また、国際競争力を高めるためには、バイオイメージング用のプ

ローブ開発とソフトウェア開発・大規模画像処理システムと連携させながら進めることも必要である。さら

に、基礎技術の一環として、フォトニクス技術をベースにした最新光学素子・光学材料の研究開発もポイン

トとして挙げられる。米国は軍事技術の転用という特殊事情もあり、フォトニクス技術に一日の長があるが、
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こちらも優先的な分野・順位を決め、ロードマップに基づいて展開してゆくことが肝要である。 

最後になるが、個々の技術分野では世界トップレベルにある日本の研究機関・企業の力を結集し、それら

を戦略的に活用できれば、顕微鏡分野の未来は必ず開けると確信している。 

（山岸 聖明・阿部 勝行） 
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4.2 OCT（光コヒーレンストモグラフィー） 

 

4.2.1 はじめに 

 光コヒーレンストモグラフィー(Optical coherence tomography: OCT)は低コヒーレンス干渉技術を用い

て生体内部の三次元構造をほぼリアルタイムに得ることが出来る計測方法である。一般に干渉計測法は形状、

厚さ、距離、屈折率などを光の波長と同程度か、より高い精度で計測する方法で、工業分野では多くの計測

器が市販されている。低コヒーレンス干渉計は白色干渉計として工業分野において層構造の厚さや屈折率計

測などに用いられてきた。生体は光をある程度透過するため、その後方散乱光から低コヒーレンス干渉手法

を用いて生体内部の三次元構造の情報を抽出することができることが 1991 年に示された 1)。生体組織の三

次元情報を取得する臨床機器としては X 線 CT（Computed Tomography）、MRI（Magnetic Resonance 

Imaging）、超音波断層撮像法（Ultrasonic Tomography）などがある。それぞれの計測方法で得られる情報

が異なるため同列で比較することは適当ではないが、あえて利点と欠点をとあげると、X 線 CT は高い侵達

度を持つ反面、人体への侵襲性がある。MRI は非侵襲で高侵達度ではあるが計測時間が長い。超音波断層撮

像法は表面付近の計測であるが、比較的高い分解能が得られる反面、接触計測となる。これらの計測方法と

比較して OCT は、非侵襲、非接触、高速、高分解能であり、光学的半透明体や組織表面付近で他の手法で

観測できない微細な構造の三次元観測が可能である（表 4.2.1.1）。特に眼科応用では、通常では生体の状態

(in-vivo)で直接計測することが不可能な眼底の断面構造が得られるため、医療用として多くの研究者が参入

し、高速、高分解能、高深達度のハードウェアの開発とともに、拍動や固視微動などによる振動の補正方法、

画像処理による機能解析等が精力的に行われ、今や眼底の疾病計測には欠くことができない計測機器や検診

装置として認知されるようになっている。 

 

表 4.2.1.1  生体３次元計測方法の比較 

 
 

侵襲性 接触性
３次元 
計測時間

分解能 侵達度 

X 線 CT × 非接触 分 ～500μm ◎ 
MRI ◎ 非接触 数十分 ～500μm ◎ 
超音波断層撮像法 ○ 接触 秒 ＜100μm ○ 
OCT ◎ 非接触 秒 ＜15μm △ 
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図 4.2.2.1 低コヒーレンス干渉計の基本光学系 

 

4.2.2 原理 

 OCT はそのコアとなる干渉計部分、光源、走査機構、検出器、データ処理装置、表示装置などで構成され

ている。干渉計の部分の低コヒーレンス干渉計は同一光源から発生した光波を二つに分割し再びあわせる二

光束干渉計の構成で、光源としては時間的なコヒーレンス（可干渉性）が低いものを用いる。干渉計の基本

光学系を図 4.3.2.1 に示す。光源から出た光はビームスプリッターによって分けられ、一方は参照鏡に向か

いもう一方はサンプルに向かう。参照光路では参照鏡によって反射してきた光（参照光）が、物体光路では

サンプルによって反射してきた光（プローブ光）がビームスプリッターによって再び重ねられる。 

 光源として広帯域のスペクトルを持つ光を考える。物体の内部から後方散乱（反射）してくる光 ( )sE t と

参照鏡の共役像 ( )rE t と散乱点の距離を xとすると、２つの光の時間差は 

2x c   

（cは光速度）となり、干渉光は、 

( ) ( ) ( )R sE t E t E t    ） 

となる。観測される光強度は、 

*( ) ( )I E t E t
 

となる。ただし、 は時間平均、 *は複素共役である。光強度はコヒーレンス度 

*( ) ( ) ( ) ( ) ( )S RE t E t E t E t   
 

を用いて、 
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 22
( ) 2 Re ( )R S R SI E E E E      

と書くことができる 2)。したがって時間差が光源の可干渉長以内であれば互いに強めあい信号強度が強くな

る。時間的コヒーレンスはスペクトル幅  のフーリエ変換であるため、深さ方向の分解能に相当する可干

渉長 z は光源のスペクトル幅に反比例する。 
22 ln 2

z


 
 


 

ここでは光源の中心波長である。スペクトル幅の広い光源を用いるほど深さ方向の分解能が高くなる。中

心波長 830nm でスペクトル幅が 20nm のスーパールミネッセントダイオード(Super Luminescent Diode: 

SLD)の場合、深さ方向の分解能は 10m 程度である。 

 OCT の方式は大きく分けて、時間領域 OCT(Time-domain OCT: TD-OCT)とフーリエドメイン

OCT(Fourie-domain OCT: FD-OCT) に分けられる。 FD-OCT は広帯域光源を用いる分光器型

OCT(Spectral-domain OCT: SD-OCT)と波長可変光源を用いる波長走査型 OCT(Swept-source OCT: 

SS-OCT)に分けられる。広帯域光源としても実験室的にはフェムト秒パルスレーザーやスーパーコンティニ

ュウム光源が用いられることもあるが、市販装置のほとんどの光源は SLD となっている。 

 

(1) 時間領域 OCT（Time-domain OCT: TD-OCT） 

TD-OCT は深さ方向のデータを得るために参照鏡を光軸に沿って垂直に移動（A スキャン）して深さ方向

のデータをとる必要がある。干渉信号は参照鏡を一定速度 v で光軸方向に移動すると 2 /f v  の周波数で正

弦的に振動する。包絡線を低周波フィルターあるいはフーリエ解析などの手法を用いて抽出し、深さ方向の

データとしている。二次元的な断層像を得るためには光軸に垂直な方向にガルバノ鏡などを用いて水平走査

（B スキャン）する必要があるため、数百 A スキャンで一つの断層画像を得る場合、1 秒程度要する。生体

計測においては、微動により画像の整合性が悪くなるという問題があるため、高分解能計測、あるいは、三

次元的データ取得には 不向きである。 

 

(2) フーリエ領域 OCT（Fourie-domain OCT: FD-OCT） 

こうした計測時間の問題を解決し、かつ理論的に 20dB 以上の信号ゲインを得る新しい方法として

FD-OCT が提案された 3)。この方法は深さ方向の各点からの後方散乱光は光源のスペクトルを変調するとい

う考えに基づくものである。図 4.2.2.(2).1 に基本的な構成を示す。干渉信号を分光器（回折格子）によって

分光することにより、スペクトル干渉信号を得ることができる。参照光およびプローブ光のフーリエ変換を

それぞれ ( )RE  および ( )SE  とすると、スペクトル干渉信号は、 

2 2 * *

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

R S

R S R S R S

I E E

E E E E E E

  

     

 

   

  

     
 

となる。この干渉信号を計算機で逆フーリエ変換（  1F ）することにより参照光とプローブ光の相関信号

を得ることができる。 
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図 4.2.2.(2).1 FD-OCT の光学系 

 

1 * * * *( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )S S R R S R R SI E t E t E t E t E t E t E t E t           
F  

ここでは相関演算である。右辺の第 1 項と第 2 項は参照光およびプローブ光の自己相関信号である。第 3

項と第 4 項は参照光とプローブ光の相互相関信号、および、その共役信号で、自己相関信号から だけ離れ

た位置に左右対称に現れる。共役信号を除去するためには、これまで干渉計測で用いられていた位相シフト

干渉法が用いられる 4)。これは B スキャン方向のデータを位相シフトデータとして用いることにより計測時

間を犠牲にすることになく共役像を除去することができる。この方法はフルレンジ OCT（Full-range OCT）

とよぶ。参照光は平面鏡で反射されるため第 3 項は光源の自己相関関数とサンプルの光軸方向の構造による

後方散乱光分布のコンボリューションとなる。光源のパルス幅が十分に短いか、スペクトル幅が十分に広い

場合、光源の自己相関関数はデルタ関数と見なすことができるので、この相関信号の強度分布はサンプルの

奥行き方向の後方散乱（反射）特性そのものになる。図 4.2.2.(2).2 に上記の課程を示す。TD-OCT と異なり、

サンプルの深さ方向への参照鏡を移動（A スキャン）することなく、面内のスキャン（B スキャン）のみで

サンプルの断層画像を得ることができる。深さ方向の計測範囲 maxz は分光器の分解能  によって

max 1z   で決まるが、光学系の焦点深度を超えると像がぼけるため両者を考慮する必要がある。 

 上記のように広帯域光源と分光器およびラインCCDカメラを組み合わせて計測を行うSD-OCTに対して、

波長走査型光源と点計測素子を用いてデータをとっても全く同様の計測（SS-OCT）が可能である 5)。SD-OCT

は光源と分光器である回折格子は比較的安価であるが、検出された分光データをそのままフーリエ変換する

ことができずリスケーリングという作業が必要である。また、1310nm 帯のラインセンサーは開発途上であ

り、高価である。それに対して SS-OCT は周波数の走査は任意のスケジュールで行うことができ、走査速度
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も高速である。市販品は 1310nm 帯がほとんどで、光源自体の価格が高いため SS-OCT 製品も高価なもの

になっている。表 4.2.2.1 に方法と特徴をまとめる。 

 

表 4.2.2.1 OCT の分類 

 

方式と特徴 光源 コメント 
超短パルス光源 高分解能 

TD-OCT 
点計測 
低速 

 
広帯域光源 安価 

SD-OCT 広帯域光源 安価、高分解能 
FD-OCT 

線計測 
高速 SS-OCT 波長走査光源 高価、高速 

 

 

フーリエ変換
分光器

スペクトル

干渉信号
CCDカメラ

パワースペクトル

周波数

強
度逆フーリエ変換

計算機

Wiener-Khinchine
のループ

自己相関

共役像

相互相関 ＝ OCT 信号
相関距離

相
関

自己相関

時間信号

時間=深さ

参照光

プローブ光強
度

τ

 

図 4.2.2.(2).2 FD-OCT の原理 

 

 

4.2.3 要素技術 

 OCT の要素技術の多くは光通信用途に開発されたものが多い。ファイバーカプラ、サーキュレーター、光

源などを含めて、現在ほとんどのシステムは図 4.2.3.1、図 4.2.3.2 のようにファイバー干渉計となっている。 

光源およびセンサーについては OCT に特化した開発が盛んである。SDL 光源としては、ロシアの

Superlum Ltd. 6)がほぼ独占状態となっている。波長走査型光源は、初期の商用機器においては、日本のサ

ンテック株式会社 7)が独占していたが、近年、米国の AXSUN Technologies Inc. 8)が MEMS 技術を駆使した

コンパクトで高出力、高速広範囲走査型の光源を発売し、次世代の SS-OCT 光源として期待されている。 

 1310nm 帯のラインセンサーは SD-OCT に欠くことができない。日本の浜松ホトニクス株式会社 9)が

InGaAs ラインセンサーに力を入れている。競合メーカーとして米国の Sensors Unlimited. Inc.が高価であ
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るが大きなシェアを占めるようになってきた。 

SLD
c ~ 830 nm

20/80
Coupler

参照アーム

プローブアーム

サンプル

ファイバー
カプラー

低コヒーレンス
光源

分光器（回折格子）

ラインCCDセンサー

       

カプラー

波長走査型光源

バランス検出器
カプラー

参照アーム プローブアーム

 

 

図 4.2.3.1 ファイバーSD-OCT               図 4.2.3.2 マハツェンダー型 SS-OCT 

 

 

4.2.4 研究動向 

 商用化 OCT の計測エンジンは単純な二光束干渉であるが、光波の持つ様々な性質を利用すると生体から

の情報をより多く取得することができる。構造を計測する場合は光波をスカラー波として特定の偏光状態に

限定した計測を行っている。ベクトル的な性質に着目し参照光の偏光状態を変調して、サンプルの散乱によ

る偏光状態の変化を直接計測することにより、被測定物の複屈折性(Birefringence)、二色性(Diattenuation)

などの異方性情報を取得することができる 10)。こうした OCT は偏光感受型 OCT（Polarization Sensitive 

OCT: PS-OCT）とよばれる。 

 観測系とサンプルに相対運動があると散乱光の周波数が変化する。血流からの散乱光は流速に比例した位

相変調が加えられる。FD-OCT では捨ててしまう、隣接する A スキャンデータ間の信号の位相差から光波の

周波数成分を算出し、サンプルの流速を計算する。これにより、眼底血管の抽出が容易になるばかりではな

く、静脈、動脈の同定も可能となる 11)。ドップラーOCT（Doppler-OCT）である。これまでの血管に造影

剤を注入して眼底写真で計測する手法と比較して、非侵襲で生体への負担のない計測方法といえる。 

 計測の精度を向上させる方法として、眼内組織などによる波面収差補正方法がある。天体観測における大

気揺らぎの補正方法としてよく知られている補償光学（Adaptive optics）の手法である。本手法はサンプル

に照射された収差補正用のプローブビームの波面のゆがみをシャック・ハルトマン波面センサーで計測し、

ツェルニケ収差係数を算出する。算出された収差の補正位相値を計測光にデフォーマブル鏡で付加すること

によりサンプルの収差を補正するものである 12)（Adaptive optics OCT: AO-OCT）。 

 近年の研究動向としては、OCT 画像を単なる後方散乱画像としとらえるのではなく、生体機能の情報を抽

出して表示する機能的 OCT（Functional OCT）がある。上記の PS-OCT でコラーゲン繊維の方向を計測し

たり、Doppler-OCT で血管・血流情報を得るなどがそれにあたっているが、そのほかに神経繊維を抽出する

ことも行われている 13)。 
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4.2.5 計測例 

(1) 安全基準 

 安全基準は、レーザー光源と非レーザー光源に分けられる。レーザー光源については、欧州の EN60825-114)、

米国 FDA の 21CFR1040.1015)、および米国の ANSI Z136.1-199316)などがある。たとえば ANSI では最大

許容露光量が定められていて、OCT に使用される 0.7μm から 1.05μm まででは、照射時間 10-9秒～1.8×10-9

秒の間は、 2( 0.7) 75 10   J/cm2、1.8×10-9 秒～103 秒までは、 2( 0.7) 7 0.751.8 10 t   mJ/cm2、103 秒以上は、

2( 0.7)320 10   W/cm2 となっている。レーザーのクラスとしては、クラスⅠ(<0.38μW)が眼に危険がない

強度である。非レーザー光源については、組織に 10℃から 20℃の温度上昇をもたらす熱障害と短波長光に

よる光化学障害があるが、OCT で関係するのは熱障害である。 

 

(2) 眼底計測 

 FD-OCT は TD-OCT と比較して感度が高いため in-vivo の眼底計測に適しているといえる。水晶体などを

通しての計測なので光源波長としては、水の吸収がもっとも少ない 1.06m、あるいは、分散のもっとも小

さい 1μm が適しているが、光源の価格、入手のしやすさなどから 830nm 帯がもちいられることが多い。図

4.2.5.(2).1 に網膜黄斑部の断層画像を示す。深さ方向の分解能は眼底において半値全幅で 10.4m である。

深さ方向一次元のプロファイル(A スキャン)の計測速度は 28kHz で、1 枚の断層像の計測にかかる時間は約

13ms となっている。網膜の各層が内側から、視神経繊維層(NFL)、神経節細胞層(GCL)、内網状層(IPL)、

内顆粒層(INL)、外網状層(OPL)、外顆粒層(ONL)、外境界膜(ELM)、内節・外節境界(IS/OS)を挟んで視細

胞の内節・外節、色素上皮層・脈絡毛細血管板(RPE)が確認され、最も外側は脈絡膜である。図 4.2.5.(2).2

に眼底の三次元画像を示す。こうしたデータを持っていれば、画像処理によって必要な情報を抽出すること

が可能である。たとえば、眼底カメラの写真のように厚み方向に積分された画像（en-face 像）や、特定の

深さの層画像、セグメンテーションを行うことにより、三次元的に分布する組織や疾患のみ取り出すことも

可能である。図 4.2.5.(2).3 は眼底血管網を抽出し、三次元表示したものである。 

 

 

図 4.2.5.(2).1 眼底の断層画像 
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図 4.2.5.(2).2 眼底の３次元画像    図 4.2.5.(2).2 眼底血管網の３次元画像 

 

(3) 前眼部計測 

  前眼部は、眼底と比較してより深い浸透長が必要であるため 1310nm 帯の光源の OCT が多く用いられ

ている。図 4.2.5.(3).1 に前眼部の断層像を示す。角膜部分を拡大してみると角膜上皮および角膜実質を解像

していることがわかる。眼底計測では前眼部および水晶体のひずみにより解像度をあげることは難しいが、

前眼部では光学系の解像度まで解像される。計測時にゼロ光路長差の点を調整することにより角膜表面から

虹彩までの前眼部全体の広い範囲を一度に可視化することができる。20,000A スキャン/秒と高速で約 2 秒で

前眼部の三次元トモグラフィー像を得ることができる（図 4.2.5.(3).2）。こうした計測は顆粒状角膜変性、円

錐角膜などの角膜疾患、虹彩前癒着などのブドウ膜疾患の臨床検査に用いられるとともに、レーザー外科手

術のシミュレーションなどを行うこともできるパワフルなツールとなっている。 

 

 

図 4.2.5.(3).1 前眼部の断層像       図 4.2.5.(3).2 前眼部の 3 次元断層像 

 

 

角膜実質 

上皮 
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4.2.6 製品動向 

 市販されている OCT 装置はほとんど眼科用途である。それ以外には内視鏡と融合させた循環器用、非医

療用の汎用 OCT 機器も販売されている。 

 

(1) 眼底用 OCT 

国内ではトプコン、ニデック、マイクロトモグラフィーが医療用製品を販売している。世界的には、最大

のシェアを持つ Carl Zeiss Meditec、OTI、Opto Vue、Optpol などのメーカーとしのぎを削っている。光源

の波長は 840nm である。株式会社トプコンの 3D OCT-2000 はカラー眼底カメラが付加されており、これま

で長年にわたって培われてきた計測方法と併用して網膜の三次元断層画像を取得できる 17)。株式会社ニデッ

クは最近市場に参入したもので RS-3000 を販売している 18)。操作が容易で撮影技師、視能訓練士など実際

に操作するコメディカルに人気がある。マイクロトモグラフィー株式会社は山形大学とのベンチャー企業と

して 2002 年に設立された。特徴としては TD-OCT 方式を採用していることで、他の企業の製品の SD-OCT

方式と異なっている 19)。米国の Carl Zeiss Meditec, Inc.の Cirrus™ HD-OCT システムは走査型レーザー検

眼鏡(Scanning Laser Opthalmoscope: SLO) 付きであり、診断プログラムが充実していてトップの売り上げ

を維持している 20)。その他、カナダの OTI Ophthalmic Technologies Inc. 21)、米国の Optovue, Inc. 22)、な

どのメーカーも参入しているがシェアは小さい。 

 

(2) 前眼部および眼軸長測定用 OCT 

前眼部の診断は眼底の診断と比較して需要が少ないため製品も少ない。白内障診断およびそれに伴う眼内

レンズ装着状況の診断などに用いられている。光源の波長は 1310nm である。一方、眼軸長とは角膜から網

膜までの距離でこれを計測することにより、軸性近視の程度を知ることができる。光源波長は 840nm であ

る。米国の Carl Zeiss Meditec, Inc.から Visante® omni 23)という検査機が出荷されていて角膜のひずみや曲

率を計測する角膜計として世界的に広く使われている。国産の前眼部計測装置としては、株式会社トーメー

コーポレーションから CASIA が販売されている 24)。この装置の特徴は、眼科用 OCT で唯一 SS-OCT 方式

を採用していることである。そのため価格が高くなっているが、研究用途やレーシック (Laser-assisted in 

Situ Keratomileusis: LASIK)手術の現場で用いられている。眼軸長測定器は光軸上の１点の長手方向の計測

であるため、TD-OCT が使われている。ドイツの Carl Zeiss Meditec, Inc.から IOL master25)という検査機

が出荷されていて世界的に広く使われている。国産では山形大学とのベンチャー企業であるマイクロトモグ

ラフィー株式会社から光干渉式眼軸長測定機 OA-1000 が市販されている 26)。 

 

(3) 循環器用 OCT 

眼科以外の医療用装置として注目を集めているものに冠動脈プラーク計測装置がある。これまで X-線マイ

クロ CT 等で計測され治療されていたが、LightLab Imaging, Inc. 27)の OCT 血管内内視鏡システムにより、

直接的に高分解能で高速な診断が可能となった 28)。日本での薬事承認もされており国内で世界に先駆けて診

断が行われている。 

 

4.2.7 まとめ 

 近年、急速に普及してきた OCT システムについて紹介した。医療の現場、特に眼科では in-vivo で高速に
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断層像が得られるため重要な計測機器となってきている。また、内視鏡技術と組み合わせた血管内壁診断も

大きな成果をあげている。今後、ニーズがあれば、皮膚科、口腔外科、歯科などの応用が試みられると思わ

れ、表面近傍ではあるが、非接触で非侵襲な計測方法として、臨床および基礎医学の分野で広く使われてい

くものと思われる。ここで紹介した OCT システムおよびそれを用いた計測の一部は Computational Optics 

Group (COG) in University of Tsukuba29)にて行われているものである。資料の提供、有益な議論をいただ

いた筑波大学数理物質科学研究科の安野嘉晃博士に感謝する。 

 光コヒーレンストモグラフィーは新しい医療機器として注目されている。基本的な構成は確立し、メーカ

ーによる安定供給がなされつつある。より安価な機器生産がアジア各国でなされるようになるであろう。我

が国では今後、高速化、高分解能化、高深達度を目指していくべきである。また、単なる観察装置ではなく、

偏光情報、ドップラー血流計、分光情報の活用など付加価値を付けた総合検診機器として新しい市場の開拓

が必要である。その際、工学系研究者と臨床医師との連携が不可欠であり、研究開発において医工連携がま

すます重要なものとなるであろう。 

(伊藤 雅英) 
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第5章 半導体露光装置 

 

半導体集積回路の高集積化、高性能化への要求は、未だに衰えを知らない。この要求を実現する最も有力

な方法が、半導体素子の微細化であり、これを実現する手段がリソグラフィ技術である。リソグラフィ技術

開発の歴史は、露光装置技術開発の歴史でもある。特に縮小投影型露光装置技術の発展がこれまでの半導体

高集積化を支えてきた。従来は、露光波長の短縮、露光光学系の高性能化で、高解像度化を実現してきた。

しかし、この露光装置技術の高度化による高解像度化は、その限界を迎えつつある。一方、半導体素子の最

小寸法が、数十ナノメータ以下となった現在、半導体素子の微細化の究極の限界を考える必要にも迫られて

いる。この状況を踏まえ、本章では、現状の半導体デバイスの微細化に対する要求と、これに対応する今後

の半導体露光技術の展開について紹介する。 

 

5.1 半導体露光技術の現状と今後 

 

 半導体集積回路の高集積化、高性能化の追求は、集積回路の開発が始まって 40 年以上経過した現在も、

変わることなく続いている。この高集積化、高性能化を実現する最も有力な方法が、半導体素子の微細化で

ある。この微細化を実現する手段がリソグラフィ技術であり、半導体技術の発展を支えてきた。 

 リソグラフィ技術の開発の歴史は、半導体露光装置技術開発の歴史といっても良いであろう。図 5.1.1.1

に示すように、特に縮小投影型露光装置技術の発展が、これまでの半導体高集積化を支えてきた。従来は、

露光波長の短縮、露光光学系の高性能化で、高解像度化が実現されて来た。1) しかし、この露光装置技術の

高度化による高解像度化は、その限界を迎えつつある。一方、半導体素子の最小寸法が、数十ナノメータ以

下となった現在、半導体材料を構成する原子の大きさを意識して、半導体素子の微細化の究極の限界を考え

る必要に迫られていることもまた事実である。こういった状況を踏まえ、本章では、現状の半導体デバイス

の微細化に対する要求と、これに対応する半導体露光技術について、その現状と今後の展開について紹介す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1.1.1 半導体素子の微細化と露光技術 

 

100

200

300

500

700

20

30

50

70

10
1970 200019901980 2010

1000

2000

3000

EUV 13.5 nm

高ＮＡ縮小投影露光系
（屈折光学系）での

実用的解像限界
R～1/2

低ＮＡ縮小投影露光系
（反射光学系）での
実用的解像限界

R=1.5～2λ

年

集
積

回
路

の
最

小
パ

タ
ー

ン
寸

法
, 露

光
波

長
(n

m
)

超高ＮＡ＞1.0

縮小投影露光

ULSIの微細化トレンド
Ｘ ０.７/３ 年

i-line
高NA

Low NA

KrF

ArF

強い RET技術

弱いRET技術

g-line

ArF/I

コンタクト露光

1:1 投影露光

DFM, DPT
R～1/ 4λ

R～1/ 3λ

ArF-I ：ArF液浸露光
ＤＦＭ ：Design for Manufacturability
DPT ：Double PatterningTechnology

100

200

300

500

700

20

30

50

70

10
1970 200019901980 2010

1000

2000

3000

EUV 13.5 nm

高ＮＡ縮小投影露光系
（屈折光学系）での

実用的解像限界
R～1/2

低ＮＡ縮小投影露光系
（反射光学系）での
実用的解像限界

R=1.5～2λ

年

集
積

回
路

の
最

小
パ

タ
ー

ン
寸

法
, 露

光
波

長
(n

m
)

超高ＮＡ＞1.0

縮小投影露光

ULSIの微細化トレンド
Ｘ ０.７/３ 年

i-linei-line
高NA

Low NA

KrF

ArF

強い RET技術

弱いRET技術

g-line

ArF/I

コンタクト露光

1:1 投影露光

DFM, DPT
R～1/ 4λ

R～1/ 3λ

ArF-I ：ArF液浸露光
ＤＦＭ ：Design for Manufacturability
DPT ：Double PatterningTechnology

121



 2

5.1.1 半導体露光技術の現状 

 現在の最先端半導体デバイス生産における露光技術は、ArFエキシマレーザを用いた液浸露光技術である。

2), 3)ここでは、光源として ArF エキシマレーザ（波長：193nm）を用いるが、露光は最終段レンズと半導体

基板（実際はレジスト層）の間に水を介在させることによって、NA を向上させ（実効的な波長を短波長化

すると考えることもできる）、解像度を向上させている。この技術の詳細は次節で述べるが、実際に、NA と

して 1.35 という値が露光装置の投影光学系として用いられており、原理的な解像限界は 36nm 程度となる。 

しかし、最先端の半導体デバイスとしては、22nm 技術すなわち 32nm レベルのハーフピッチ（縞状パタ

ーンでの周期の半分の値）が要求されており、このままでは要求を満たさない。このため、露光を 2 回に分

ける、いわゆるダブルパターニング技術が検討され、一部で実用に用いられるようになっている。4) 

 今述べたように、最先端のデバイス生産では、ArF 液浸露光技術もしくは、ArF 液浸露光にダブルパター

ニング法の組み合わせにより、その加工が行われている。ここでは、パターン形状や集積回路の応用分野に

よってその技術が分かれることが多い。次節にその応用分野と露光技術の関係について述べる。また、将来

の微細化に対しては、EUV 露光技術やナノインプリント技術、さらには自己整合型加工技術（DSA：Directed 

Self Assembly）が検討されている。これらの技術の詳細は、本章第 3 節で詳述する。 

5.1.2 メモリー系半導体デバイスの露光技術 

 メモリー系半導体デバイスのパターンの特徴は、メモリーセルが規則的に配列していることである。従っ

てパターンも規則的な形状の繰り返しとなる。但し、メモリーデバイスの種類によって、その規則性は大き

く異なる。例えば、半導体の微細化、高集積化を長く牽引した DRAM は、規則性は高いものの、パターン

自体は比較的複雑な形状である。一方、最近の微細化を牽引するフラッシュメモリー、特に NAND 型フラ

ッシュメモリーでは、主要な工程が非常に単純な縞状（ラインアンドスペース状）のパターンから構成され

ているため、スペーサー型と呼ばれるダブルパターニング法が量産で一部採用されている。 

光学式リソグラフィ技術では、単純な縞状のパターンの形成が基本であり、空間周波数と言う意味で解像

度の高さを測る尺度となる。もちろん孤立した微細なパターンを形成することは、様々な手法で可能である

が、リソグラフィ技術の観点からは、解像度の尺度にはなり得ない。こういった背景から、半導体ロードマ

ップの議論でも、NAND フラッシュメモリーが、最も微細化の要求時期が速く、続いて DRAM のように、

やや複雑なパターン形状を持つメモリーデバイスが続き、複雑なパターンを有するロジックがそれを追う。 

5.1.3 ロジック系半導体デバイスの露光技術 

 ロジック系半導体デバイス、特にランダムロジックでは、回路が様々な仕様に応じて変化するため、メモ

リー系半導体デバイスに比べ規則性は高くない。一方、マイクロプロセッサのようなシステムＬＳＩでは、

システムにSRAMが大量に含まれているため、全体としては規則的なパターンの割合も高い。しかし、NAND

フラッシュや DRAM に比べると SRAM のパターンは複雑であることと、SRAM と言っても、回路内の様々

な部分で、その用途に応じ、規模や仕様の違う SRAM が種々配置されている為、全体的にはメモリー系デ

バイスに比べ、微細化は難しい。 

 しかし最近、NAND フラッシュで採用されている、スペーサー型ダブルパターニング技術を用いて SRAM

等の基本となる高集積なゲートパターンを形成し、続く複数回の露光で、不要なゲート部分をカットする方

式のマルチパターニング手法が提案されている。5) 最近のマイクロプロセッサにおける SRAM の専有面積の

割合が非常に大きくなって来ていることから、今後の展開が注目される状況である。 

（岡崎 信次） 
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5.2 光露光装置 

 

5.2.1 光露光装置の進展 

半導体用の光露光装置は密着露光、ミラープロジェクション、ステッパー、スキャナーと形式を変えなが

ら微細加工技術の中心を占め続けてきた 1）。特に 1980 年代に縮小投影型のステッパーが主流になってから

約 30 年にわたり、投影レンズの発展を核とする半導体露光装置開発の歴史を支えてきたのは各種光学技術

の進歩であった。 

微細化の開発指針となったのはRayleighの式である。この式は露光波長を λ、投影光学系の開口数をNA、

プロセスや装置の状況によって定まる比例定数を k1とした時に 

    解像線幅＝k1*λ/NA 

で表される 1)。解像線幅の微細化のため、半導体露光装置ではひたすら右辺の 3 つのパラメータを操ってき

た。半導体露光装置開発の指針となったのは短波長化と高 NA 化への挑戦である。 

図 5.2.1.1はステッパーの投影光学系の進歩を Rayleigh の式を構成する 3 つのパラメータについて表した

ものである。g 線(436nm)から始まった露光波長の選択は、i 線（365nm）、KrF（248nm）、ArF（193nm）

とほぼ 7 年周期で短波長化されてきた。さらに短い波長として F2（157nm）が 2000 年代前半に開発対象と

なったことがあった。しかし F2は 190nm 以下の波長では酸素の吸収が出て通常の空気環境で装置を使用で

きないこと、唯一の硝材となる蛍石やレジスト材料で半導体露光装置に使用できる仕様の達成が間に合わな

いことなどの理由で開発が断念された 2)。それに代わって出てきたのが ArF 液浸技術である。 

 
図 5.2.1.1 半導体露光装置の投影光学系の発展 

図 5.2.1.1 からわかるように半導体露光装置の NA は 1980 年代初期の g 線ステッパーの時代から波長にかかわ

らず大きくなり続け、比例定数 k1 の進展とともに微細化を支えた。NA を大きくできたのは光学系の大型化、非球面

の導入、光源の狭帯域化などの要因による。ただ、NA増大の速度が Mooreの法則 3）に追い付かないため、定期的

な短波長化が必要とされた。露光技術にとって波長を変えることは材料を変えたり、製造設備を変えるなど大きな努

力・投資を意味する。そのため超解像技術（Resolution Enhancement Technology）、スキャナーシステムの導入

などでなるべく長い間同じ波長を使う努力が行われた。液浸もその試みの一つに数えることができる。 

半導体露光技術は露光装置だけでなく、光源から感光材料までのすべてが揃った結果達成される大規模なシス

テム技術である。KrF や ArF への短波長化が成し遂げられたのもレーザー光源技術の発展、光学材料、レジスト技

術など全ての技術が足並みをそろえて発展したおかげであった。リソグラフィという最も性能への要求の厳しい技術
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分野で、材料のような基礎技術を含めた大きな開発プロジェクトが 30 年以上も歩みを続けられたのは、半導体という

大きな市場がドライバーとなったためである。 

現在、従来型の光露光装置は大きな岐路に立たされている。理由は ArF の後継となる次の短い波長が EUV 以

外に見当たらないこと、および液浸まで極めたことで高 NA 化が限界に来たためである。図 5.2.1.1 に見るように NA

の拡大は 2007 年の NA1.35 でストップし、現在、光露光装置による微細化は装置よりもプロセスの改良、即ち

Rayleigh の式の k1 の値を小さくすることによってなされている。本章ではこのような液浸の現状を報告する。 

 

5.2.2 液浸露光装置 

液浸リソグラフィは古くからアイディアの発表や実験がなされていたが 4,5)、従来露光装置に対するシス

テム的な変更点が多く長く放置されていた。液浸が真剣に考えられ始めたのは従来型の露光装置が高 NA の

壁に当たり、F2への短波長化もままならなかった時点である 6)。NA は従来のドライ系では 0.93 という実用

的に極限に近いところまで到達してしまった。NA=n sinθと言う定義から明らかなように、0.93 以上に NA

を大きくするにはウェハーと投影光学系の間に 1 以上の値を持つ屈折率 n の媒体を埋めるしかない。結果的

に半導体露光装置も顕微鏡と同じように高 NA 化を求めて液浸への道を走ることとなった。 

液浸にとって幸運だったのは純水が ArF 波長の 193nm で十分な透過率を持っており、しかも吸収端に近

いため大きな屈折率を持っていたことである 7)。水が使えなければ液浸の実用化はこれほど早期に立ち上が

らなかったであろう。水の 193nm での屈折率は 1.436 で、可視域での値 1.33 付近に比べ著しく高い。ArF

液浸の等価波長(λ/n)が 134nm で F2の 157nm より小さいことは、難航していた F2の開発から、ArF 液浸へ

の方針転換を促すモーメンタムを持った 8)。更に ArF 液浸で従来の ArF ドライのレーザー、ペリクル、光

学材料などのインフラをそのまま適用することが可能だったことも大きい。ちなみに 134nm という値は

EUV の 13.5nm のちょうど 10 倍に当たる。 

 

(1)液浸ユニット 

液浸露光装置では投影光学系と露光対象であるウェハーとの間に水を挟む構成となる。図 5.2.2.(1).1 に示

したのはその構成例である。ウェハーの搭載されるステージ全体を水に漬ける構想も初期提案されたが 7)、

実際には投影系とウェハーの間のみに液を存在させる方式が採用された。 (a)のように水自体の表面張力の

力で水を保持する Local fill と言われる方式と 8)、 (b)のように Showerhead と言われて水をエアーカーテン

で積極的に封じ込めて保持する方式 9)が代表的な例である。 

 

(a) Local Fill 方式          (b) Showerhead 方式 

図 5.2.2.(1).1 液浸ノズルの構成 

液浸では初期、泡が発生して転写パターンに欠陥が出るのではないかと心配されたが、脱気した水の供給

によって解決された 10)。また、液浸では従来、非接触の関係にあった投影光学系とウェハーが水という媒体
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を介して初めて接触することになり、相互作用が問題となった。例えばスキャナーなのでステージを走査す

る際に液滴がウェハーに残らないこと、ウェハー上のレジストにより投影光学系が汚染されないことといっ

た問題である 11)。水が介在することによる欠陥の発生を抑えることが、従来露光装置にない新たな開発テー

マとなった。 

露光装置に合わせて液浸用レジストの開発も同時に行われた。露光装置側からは接触角、コンタミネーシ

ョンなどについて様々な要求がレジスト側に伝えられた。通常、レジスト表面は現像を考えて親水性となっ

ているが、装置上で水の膜を投影系の下に安定に保つには疎水性の表面となることが要求される。このため、

液浸の導入期には従来レジストの上にトップコートと言われる薄い膜を敷いて表面を疎水化するプロセスが

採用された。現在ではトップコートを必要とせず、単独で液浸に適用できるレジストの開発も進んでいる。

一方、欠陥はプロセスの特性からウェハー周辺のべベル部で生じやすい。ベベル部の処理に関する開発も精

力的に行われた 12)。液浸露光装置では単に装置だけではなく、水周りの処理、半導体プロセスの開発という

ように IC 製造をトータルとして取り扱うことが重要なテーマとなった。 

 

(2)液浸露光装置のステージ 

露光装置のような高精度装置では高度の熱安定性が要求される。水は気化熱の大きい材料として知られて

いるため、液浸の工程中で投影系についた水が気化すると、投影系の温度が下がり露光性能の不安定性を招

く。従って露光装置では投影光学系の最下面が常に濡れている状態に保ち、温度の安定性を図る必要があっ

た。特に問題となった工程は露光が終了して次のウェハーをステージが取りに行く時の装置状態である。2

つのウェハ―ステージを持つシステムでは、ウェハー交換時に両ステージを隣接させた後、双方の間で水を

受け渡す移動制御を行って投影光学系下に常に水を保持する 13)。 

 
図 5.2.2.(2).1 タンデムステージの構成 

一方、1 ステージシステムでは図 5.2.2.(2).1 に示すタンデムステージと言われる構成を取った 14)。タンデ

ムステージは露光ステージとキャリブレーションステージの 2 つの独立したステージで構成される。露光動

作中、両者は分離されている。露光終了後に露光ステージがウェハー交換に行く動作時、両者はくっついて

移動し、Local fill の領域をキャリブレーションステージに受け渡す。この結果、投影レンズの下面には常に

水が存在するようにできる。ウェハー交換時、分離されたキャリブレーションステージは投影レンズの計測

等を行い、装置状態をチェックする。 

気化熱の影響は大きいため、対応策は投影光学系だけでなく、ウェハーステージ周りなど装置の至る所に

導入されている。 

(3)液浸露光装置の投影光学系 

液浸露光系の最大の特徴は高 NA が実現できることである。ドライ系で実現された最大 NA は 0.93 であ

った。NA＝n・sinθにおける水の屈折率が 1.436 であることを考えると、NA1.35 の sinθは 0.94 である。

126



 7

NA1.35 という値は水液浸における実用的な限界と言える。 

高 NA の液浸の投影光学系では従来の単純な屈折系に代わり、ミラーを用いたカタジオ光学系が採用され

た。図 5.2.2.(3).1 に示すように高 NA になると屈折系では広がってくる光束を抑えきれず NA1.1 以上にな

るとレンズの最大径が大きくなりすぎてしまう。カタジオ系はミラーの強いパワーを利用できるのと、ミラ

ーのペッツバール和が負であるため屈折系に強い凹レンズを入れなくて済み、光学系の径を抑えることがで

きる 15)。実際、屈折系で製品化された液浸装置の最大 NA は 1.07 で、後に発表された NA1.20、 1.30、1.35

の投影系は全てカタジオ光学系となった。カタジオ光学系には Cube を使った SVGL の投影系や、F2用の光

学系があったが、液浸では全く新たな光学系が登場した。 

 
図 5.2.2.(3).1 NA と光学系の最大径の関係 

図 5.2.2.(3).2 に各種のカタジオ光学系の構成例を示す 16)。カタジオ系はミラー部で光束が重なるのでレ

ンズの配置に制約があり、ミラー自身もパワーが強くて収差に対する影響が大きい。このため、基本構成が

通常のレンズ系以上に非常に重要な意味を持つ。光学系の構成は様々考えられるが、ミラーの特性を活かし

て何回かの結像を行った後、レチクルとウェハーを共軛関係に導く系が普通で、全長が従来の屈折系より少

し長くなる。実際には Nikon が 2 軸の投影系、ASML と Canon が共軸の投影系を採用した。 

 
図 5.2.2.(3).2 各種のカタジオ光学系 

収差の調整は投影系に色々なアクチュエータ機能を設けて細かい追い込みを可能とした結果、4mλを下

回る値まで達成されるようになった。Strehl definition で言えば 0.99 を越える値が実現されたことになる。

瞳の局所的な場所のみを使用する超解像技術を適用することが通常となった現在、収差を高度に追い込むこ

とは必須要件になっている。 
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ここで簡単に液浸を用いたさらなる微細化の可能性について触れておく。投影系の NA を決める原理を示

したのが図 5.2.2.(3).3 である。液浸露光装置のシステム上の要請から投影レンズの最終面は平面となるため、

最終レンズ、液浸材料、レジストの 3 つの材質について Snell の法則 n1 sinθ1＝n2 sinθ2＝n3 sinθ3が成立

する。そのため光学系の NA の上限は最も屈折率の低いもので決まってしまう。水液浸では水の 1.436 が最

も低い値であったため、NA1.35 が上限となった 17)。 

 
図 5.2.2.(3).3 高 NA 光学系の光路図 

 

ArF で NA1.35 の光学系が半導体の 45nm ノードに対応しているとすると、次の 32nm ノードで必要な

NA は 1.8 以上の値になる。1.8 の NA を達成するには 3 つの材料の屈折率を全て 1.8 以上にしなければなら

ないが、この条件を満足する材料は一つとしてなかった。このため、SEMATECH は 2.14 の屈折率を持つ

LuAG 結晶の材料開発を主導したが、早期開発の見通しが立たず 2008 年に断念している。 

短波長化については先に開発の俎上に上がった F2（157nm）波長がある。しかしながら、F2 はインフラ

が確立されていない上に、ArF の水のように屈折率の高い液浸材料が見つけられていない。開発項目が多い

割に改善効果が小さく将来への発展性も小さいため、F2は候補から外れた。1980 年代から続いた高 NA 化

の動きはここで終止符が打たれ、次の短い波長は EUV になるというのが一般的見解となっている。 

 

(4)照明系 

高 NA 光学系では結像光束の交わる角度が非常に大きいため偏光の制御が重要となった 18）。P 偏光を用

いた場合、交差角が 90 度になると光束同士がインコヒーレントになり像を形成しなくなる。交差角 90°の

条件は NA が 1.436・sin 45°＝1.015 から出現する。従って、NA1.35 では、偏光方向が一致してコントラ

ストの落ちない S 偏光を用いた結像が要求される。 

液浸露光装置ではレチクル照明角の偏光分布が円周方向に分布させる図 5.2.2.(4).1 のような照明法が採

用された 19,20)。エキシマレーザー光源からの偏光した光を制御するため、後続の光学系では照明系、投影系

ともに歪のない硝材を使うことが要求される。このため、石英硝材の複屈折も長足の進歩を遂げた。 
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図 5.2.2.(4).1 4 重極照明時の偏光照明 

 

5.2.3 ダブルパターニング露光装置への展開 

 従来型の液浸露光装置の NA の拡大は ArF の水液浸で 1.35 という値で上限に達した。しかし半導体の

微細化は続く。微細化の流れに対応したのは Rayleigh の式で比例定数であった k1の改良である。通常の 1

回露光の k1の理論的下限値は 0.25 であるが、半導体 IC で最も微細化が必要な Flash メモリーでは既に 0.3

を下回る値が用いられていた。このため 1 回露光という枠を外しプロセスの力を借りて k1の値を 0.25 以下

に持って行く技術が、現在、液浸露光装置を用いた微細化を引っ張っている。本章ではこのようなプロセス

側の工夫を総称しダブルパターニングと呼ぶことにする。ダブルパターニングはまたピッチスプリッティン

グと呼ばれることもあるが、露光装置にも対応した性能が要求されることになった 21)。 

 

(1)ダブルパターニング 

露光光学系を用いて多重露光しても、感光材料上で線形に強度がたし合わされる限り k1の下限値 0.25 を

変えることはできない。非線形な効果を持つレジストを magic material として探求し、多重露光と組み合わ

せる試みも行われたがうまくいかなかった。解決策として考えられたのが 1 回パターンを現像した後、エッ

チングなどの工程で定着させ、それに重ねて 2 回目のパターンを形成してトータルとして 2 倍の微細化を達

成する方式である 22)。2 回のパターニングを行うことから、この方式はダブルパターニングと呼ばれる。 

 

図 5.2.3.(1).1 各種のダブルパターニング法 

偏光方向 
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図 5.2.3.(1).1 にダブルパターニングとして考えられている方式の代表的なものを示した。（A）の LELE

は 1 回目の露光で形成したパターンをエッチングして定着し、2 回目の露光により 1 回目の間にパターンを

形成する Litho-Etch-Litho-Etch 法、（B）の LFLE は 1 回目のパターンの定着をエッチングの代わりに熱的

あるいは化学的に行う Litho-Freeze-Litho-Etch 法である。LFLE は LELE に比べエッチングの回数が少な

い分好ましいが、レジスト特性への負担が大きく実用化にはまだ時間が必要な状況である。（C）のスペーサ

ー法は厳密な意味ではダブルパターニングを行うわけではないが、1 回目にエッチングして作成したパター

ンの側壁の部分に膜をつけ、膜が厚く付いた側壁部をエッチングで取り出す方法である。（C）はパターンを

2 回露光する時に発生するアライメント誤差がない代わりに、線幅や成膜、エッチングに対するプロセス制

御の厳密さが求められる。 

ダブルパターニングでは、（C）のスペーサー法が微細化を引っ張る Flash メモリーに既に適用さている。

スペーサー法はパターンの輪郭を取るような特性を持っているため、Flash のように単純な一次元の繰り返

しパターンには適用しやすいが、ロジックのような複雑なパターンには適用が難しいとされる。複雑な設計

を要する素子には、パターン分割を行う CAD システムを含め更なる開発が必要とされている。 

 

(2)オーバーレイ精度の向上 

露光装置の観点からダブルパターニングを考えるとスペーサ―方式以外は 2 回にわたる露光の整合性が

重要である。特にパターン寸法の一様性に 1 回目と 2 回目の露光の位置合わせ誤差がのってしまうため、オ

ーバーレイ（位置合わせ）精度が従来に増して重要性を増した。光露光装置のアライメントは、ステージ精

度を利用したグローバル方式である。ステージ精度の向上のため露光装置内の空気揺らぎの影響を抑えるこ

とが重要となった。従来のステージ位置を横から観察するレーザー干渉計方式は原理的に空気光路が

300mm を越える場合が発生し、いかに精密に光路の制御をしても精度に限界がある。図 5.2.3.(2).1 に示す

ように横からのモニターに代わり、ステージに対抗する直上の部分に 2 次元グレーティングを設け、ステー

ジ側に投受光系を設けるエンコーダ方式が開発された 23)。グレーティングと投受光系の配置を逆にした方式

もある 24)。測長ビームはステージとグレーティングの間の微小距離を走るだけなので、空気揺らぎの影響を

桁違いに小さくできる。この結果、オーバーレイ精度として 2nm 以下の値も得られるようになった。 

 

図 5.2.3.(2).1 エンコーダの採用 
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(3)露光系の新しい挑戦 

NA の伸長が停止した現在、最高 NA で使われる露光光学系はその性能をフルに発揮することが求められ

る。このため、4 重極照明や、2 重極照明のように IC パターンの特性に応じた照明法に加えて、同時にマス

クの線幅を微妙に変える､あるいは解像しないくらい細かい補助パターンを付加する SMO（Source Mask 

Optimization）技術が用いられるようになった 25)。高 NA 化に伴いフォーカスや露光量の余裕度も小さくな

り、SMO は露光装置の性能を使いきるために欠くことのできない技術となっている。最適条件を見つける

ソフト開発も ECAD メーカーを中心に盛んである。 

従来の露光装置では図 5.2.3.(3).1 (a)に示すように最適照明条件を実現する専用の DOE を作製し、これを

交換することで対応していた。最近では(b)のように光路の途中に 2 次元のマイクロ・ミラー・アレイである

DMD 素子を用いて、所望の形状の光源を即座に実現する照明系が提案されている 26)。 

 
(a) DOE を用いた照明系      (b) DMD を用いた照明系 

図 5.2.3.(3).1 DMD を用いた任意形状設定を可能にした照明系 

 

一方、投影系では露光パターンに対応する様に収差を最適化するフレクシビリティが話題となっている。

特に投影レンズは露光動作中、各エレメントが露光光を吸収して熱収差を発生するので、これを補正しなけ

ればならない。SMO が通常的に用いられるようになった現在、照明は極端に偏ったに条件なる場合が頻出

している。例えば 2 重極照明では瞳の一方向のみで露光光の吸収が発生し、結果的に非点収差が発生する。

カタジオ系のミラーを Adaptive にして非点収差を制御する投影系や 27)、投影レンズの中に特殊な素子を入

れて波面を制御する図 5.2.3.(3).2 のような対応策が取られ、投影系の高度な制御が実現した 28)。図 5.2.3.(3).2

の右図は波面に F という分布を書きこんだ後、収差分布を計測した図である。 

 
図 5.2.3.(3).2 任意の波面形状を作る投影系 
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5.2.4 光露光装置の今後 

光露光装置は液浸で NA1.35 を達成し、技術的に飽和した状態に到達した。しかし、EUV の遅れのため、

液浸に取って代わる微細加工装置は 2007 年以降現れておらず、今後もしばらくこの状況が続くものと予想

される。考えてみればダブルパターニングで 20nm の解像に挑んでいるということは露光波長である 193nm

の 1/10 の線幅を形成していることに他ならない。このため 5.2.3 章に示したような極限までの装置の制御が

必然となってきた。高 NA や短波長化という従来のような開発ではないが、他技術とのマッチングのため着

実な装置性能の向上が必要とされる時代が来た。光学系での解像力改善がストップしたため、微細化の圧力

は、ダブルパターニングを 2 回行って線幅を 1/4 にするプロセスチャレンジを次の主な話題にするまでに至

っている。 

従来、半導体露光装置は日本のお家芸と言われ、1980 年代より時代の主役を演じてきた。しかしながら

最近では ASML/Zeiss が市場をリードするようになり、図 5.2.3.(3).1 や 2 に示したような新しい素子を積極的

に取り入れた活動が目につく。日本はマスク、レジストなど多くの半導体のキーになる要素技術で世界のトップを走っ

ているにも関わらず、半導体、露光装置と相次いでシェアを失う事態を招いた。市場のパラダイムシフトへの対応、シ

ステム的な視点の弱さなどをあげることもできるが、これから反転を行うにも「まず始めに技術がありき」という基礎を忘

れてはならない。半導体露光装置に関連する光産業の裾野は広く、この分野における先端技術は今後の先端分野

での競争力をプロモートする重要な糧になるものである。液浸までで培った技術を、今後いかに展開していくかを広

く模索していくことが必要であろう。 

光リソグラフィの会議ではこの 10 年来、ヨーロッパ勢の IMEC や Fraunhofer 研などの参加が積極的である。例

えば IMEC は ASML の最新鋭の装置を導入し、新しいリソグラフィの研究開発をユーザーの視点から強くサポート

している。CEO の Van den hove は以前 IMEC のリソ部門の責任者であった。ASML は各種のプロジェクトを中心

となって牽引しており、現在の状況の一端はこうした活動の成果が担っていると思われる。ヨーロッパに Intel や

Samsung といった大きな半導体メーカーがない中、半導体装置メーカーが主導権を持ってプロジェクトを運営し、

成功を収めていることは我々にも見習うべきところがあろう。 

（鈴木 章義） 
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5.3 これからの露光技術 

 

 これからの露光技術について次に紹介する。更なる微細化を狙った技術では、必ずしも露光、すなわちエ

ネルギー線を用いてレジスト中にエネルギーを潜像として堆積させ、これを現像と呼ぶプロセスで実際の像

に変換する方式を採らない方法も候補となってきている。このため、ここでは露光技術と呼ばずにリソグラ

フィ技術と呼ぶことにする。現在開発が急がれているリソグラフィ技術の主なものは、従来方式の EUV 露

光技術、ＥＢ露光技術、そして新しい方式であるナノインプリント技術や DSA（自己整合型パターン形成技

術）などである。これらの技術について本節では紹介する。 

5.3.1 EUV 露光技術の概要 

 EUV 露光技術は、従来の光学式露光技術のまさに直系の後継技術として位置付けられる。1),2)すなわち、

解像度は従来の光学式露光技術と同様に、レーリーの式で与えられ、縮小投影光学系を持ち、スキャン型の

露光機構を持った装置となる。 図 5.3.1.1 に EUV 露光装置の概略図とその技術課題を示す。ここでは、ま

ず 13.5nm という短波長化の究極が求められる。これにより、解像限界は、10nm 台まで期待できるものの、

光源だけでなく、光学系、マスク、レジスト材料等に多くの新たな技術課題が課せられることになる。以下、

光源、露光装置に加え、マスクやレジストとそれを取り巻くインフラ技術について、現状とその将来展望を

述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.1.1 EUV 露光装置の概要と技術課題 

5.3.2 EUV 光源の現状 

 従来の光学式露光技術においては、まず光源が選択され、その波長に応じた光学系が設計、製作されると

いう経緯で、短波長化が実現された。しかし、EUV 露光では、その波長選択の経緯が異なっている。EUV

光は、殆どの物質で吸収され、透過型の光学系が形成できないため、反射型光学系の採用が必須となる。反

射面として、斜入射型の反射面と直入射型の反射面があるが、斜入射型の反射面では、光学系の設計の自由

度が大きく制限されるため、直入射型の反射面が多用される。EUV 光を反射する直入射型の反射面は、多

層膜となる。図 5.3.2.1 に多層膜の反射特性の一例を示す。この図にあるように、多層膜によって、選択的

に反射する光の波長が異なる。例えば Mo/Si の多層膜の場合、13.5nm 付近の EUV 光を選択的に反射する

特性を持つ。3) このため、光源を選択すると言うより、直入射型の反射面において、反射率の高い多層膜の

選択がその波長を決めることになった。この結果、多層膜の反射率のピークに合った発光ピークを持つ光源

の開発が求められている。 

・ミラー枚数の最小化

反射面を用いた高効率
照明光学系の実現

・位相欠陥検査・修正技術

・ペリクルレスハンドリング

超低欠陥反射型
マスクの実用化

・超高精度研磨と鏡筒組み立て

・超高精度計測

・コンタミネーション制御

超高精度ミラー形状の実現

照明光学系 マスク投影光学系

・高出力化・高繰り返し化

・高信頼度化・デブリ低減

・低エタンデュ

新光源の創出

・真空中ステージ機構

・高精度アライメント

・無発塵静電チャック

真空中露光
解像限界の追求と
高精度化、高感度化の両立

・高感度化・高解像力化

・ラインエッジラフネス抑制

・アウトガス抑制

レジスト露光システム光源

照明光学系

投影光学系

光源

反射型マスク

ウエハステージ

・超低欠陥ブランクス

・大面積高均一照明系

13.5 nm

・ミラー枚数の最小化

反射面を用いた高効率
照明光学系の実現

・位相欠陥検査・修正技術

・ペリクルレスハンドリング

超低欠陥反射型
マスクの実用化

・超高精度研磨と鏡筒組み立て

・超高精度計測

・コンタミネーション制御

超高精度ミラー形状の実現

照明光学系 マスク投影光学系

・高出力化・高繰り返し化

・高信頼度化・デブリ低減

・低エタンデュ

新光源の創出

・真空中ステージ機構

・高精度アライメント

・無発塵静電チャック

真空中露光
解像限界の追求と
高精度化、高感度化の両立

・高感度化・高解像力化

・ラインエッジラフネス抑制

・アウトガス抑制

レジスト露光システム光源

照明光学系

投影光学系

光源

反射型マスク

ウエハステージ

・超低欠陥ブランクス

・大面積高均一照明系

13.5 nm

135



 16

  

 

 

 

 

 

図 5.3.2.1  多層膜の反射特性 

EUV 露光装置の光源としては、レーザ励起型プラズマ光源（LPP 光源：Laser Produced Plasma 光源）

と、放電励起型プラズマ光源（DPP 光源：Discharge Produced Plasma 光源）の 2 種が主なものである。 

4),5) 前者は、ターゲット物質にレーザを照射して形成されるプラズマからの発光を用いるものであり、後者

はターゲット物質中で、放電を起こして形成されるプラズマから発生する光を用いるものである。 図 5.3.2.2

に各種 EUV 光源をその開発経過と共に示す。LPP 光源では、励起用レーザとして YAG レーザ、ターゲッ

ト物質として Xe が最初に用いられた。Xe も最初は、ガスジェット方式が用いられた。しかし、ターゲット

材料の密度が高いほど、変換効率を高くできることから、その後クラスタジェット、液体状態、固体状態と

密度を高めることで、変換効率を高める努力がなされた。しかし、13.5nm での輝度は低く、変換効率も 1％

以下であった。Li とか Sn をターゲット物質として用いることにより、13.5nm 付近に強い発光ピークを持

ち、変換効率も 2％以上に高めることが可能であることが、様々な研究機関の研究により明らかになった。

6) しかし、このように金属をターゲットとする場合、デブリと呼ばれるプラズマからの飛散物質を抑える技

術が不可欠となる。このため、様々なデブリ抑制策が検討されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.2.2  EUV 光源とその開発の経緯 

 一方、DPP 光源では、Xe ガス雰囲気中で、高密度なプラズマを形成するため、様々な電極構造が検討さ

れた。しかし LPP 光源同様、変換効率は低く、また放電時の発熱のため、電極を如何に冷却するかが大き

な課題となった。ターゲット物質を Sn の蒸気とすることで、変換効率の大幅な向上が考えられた。しかし

その反面、デブリの低減という大きな課題を背負うこととなった。このため、機械的にデブリを軽減する

DMT(Debris Mitigation Tool)なるものが種々開発されている。この問題を軽減するため、ターゲット物質と

して Sn の蒸気ではなく、SnH4を用いる方式も提案された。デブリの問題も大きいが、高出力化に伴う最大

の課題は、電極の冷却にあった。これに対し、電極を回転させることで、効率的な電極の冷却を行う方式が

提案された。7) この方式は、従来の固定電極方式に比べ画期的な冷却効率の向上をもたらし、最も有力な方
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式として、実用化が進められている。 

 現在、実用化が進められている LPP 方式と DPP 方式をまとめると次のようになる。まず LPP 方式では、

液体 Sn をドロップレット状にしたターゲットに、CO2レーザを照射して Sn プラズマを形成し、EUV 光を

得る方式が最も有力とされ、実用化が進められている。8),9) 一方 DPP 方式では、Sn を溶解した槽に回転型

の電極を浸し、溶解 Sn で電極を冷却しながら、電極に Sn を塗布し、これにレーザを照射して放電を起こさ

せて Sn プラズマを形成して、EUV 光を得る方式が主流である。これは LA DPP 方式(Laser Assisted DPP

方式)と呼ばれ、盛んにその実用化が進められている。10)  

 ごく最近、さらに短波長の６ｎｍ台の光源を開発しようと言う動きもあるが、未だ本格的な開発には至っ

ていないことを、付け加えて置きたい。 

 

5.3.3 EUV 露光装置開発の現状 

 EUV 露光装置の開発は、日本のニコン、キヤノンと欧州の ASML によって進められている。実験用の露

光装置としては、主に 2 枚系の小フィールド露光装置が利用されてきているが、2006 年から 2007 年頃に、

６枚系の光学系を持つ、フルフィールド露光可能なα機である ASML の AD Tool とニコンの EUV-1 が開発

され、EUV リソグラフィ技術の研究開発に利用されて来た。11),12) 昨年になって、ASML がプリプロダクシ

ョン用の装置として位置づけられたβ機である NXE3100 を出荷し、新しい時代に突入した。現状ではまだ

１台の出荷であるが、合計で 6 台出荷する予定としている。13) 一方、ニコンは、β機の開発を見送り、数

年後に予想される量産機からの出荷を予定とのこと。14) キヤノンも当面は、技術開発に専念するとの方針

としている。15) この結果、当面の実用機への取り組みは、ASML が一歩先んじた状況となった。 

 装置性能としては、AD Tool と NXE3100 が共に６枚系の投影光学系で、NA は 0.25, フィールドサイズ

は、26mm×33mm で、重ね合わせ精度は、それぞれ<7nm と<4.5nm、公称のスループットは 4 枚/時と 60

枚/時である。解像度的には、AD Tool が 32nm、NXE3100 が 27nm と光学系の改良によって、NA は同じ

であるものの、少し改善されている。次世代の装置としては、2012 年に NXE3300B、2013 年に NXE3300C

を出荷する予定が発表されており、NA を 0.32 と大きくすることが、予定されている。これに伴って、解像

度も NXE3300B で 18nm、NXE3300C では、変形照明法を用いて 16nm へと向上させるとした。重ね合わ

せ精度とスループットは、NXE3300B が<3.5nm、125 枚/時、NXE3300C が<3nm、150 枚/時とのこと。

これに対し、ニコンは、具体的な NA を公表していないものの、16nm 技術、11nm 技術に EUV 露光を適

用するには、NA を 0.4 以上にすることが必要として、高解像度化した装置を 2014 年以降導入すると報告し

ている。しかし、NA を 0.4 以上とするには、投影光学系のミラー枚数を 6 枚から 8 枚に増加させることや、

中心遮蔽を持った光学系にする等、従来の光学系を大きく変える必要がある。またこの場合、光源の出力の

増加などが必要となることも大きな課題になろう。  

 

5.3.4 EUV 露光技術のインフラ技術 

(a) EUV マスク技術 

EUV 露光技術におけるマスク技術が、従来の光露光技術と大きく異なるのが、マスクブランク技術であ

る。従来は、透過型のマスクが用いられてきたため、透明な基板上に遮光体材料を形成したものが用いられ

て来た。これに対し EUV 露光では、先にも述べたように EUV 光が殆どの物質を透過しないため、光学系

同様に多層膜を用いた反射型マスクを用いることになる。この結果、多層膜に対して無欠陥が要求される。

従来の透過型マスクが、透明基板上に、反射防止膜を含めても遮光体としては、2 層ないし 3 層で構成され
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ていたのに対し、反射型マスクでは、図 5.3.4.1 に示すように、反射面全体が 80 層（40 層対）以上の多層

膜から構成されることになる。基板及び多層膜形成時に多層膜内に取り込まれた異物等の欠陥がそのままパ

ターン転写時の欠陥になることが考えられるため、マスクブランクと呼ばれる、吸収体（遮光体）パターン 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.4.1  多層膜マスクの構造 

形成前のマスクブランクの欠陥低減が大きな課題となる。また欠陥としては、異物や欠けといったものだけ

ではなく、非常にわずかな基板や多層膜中の凹凸が、位相を変化させる位相欠陥が問題となる。 

多層膜形成時の欠陥低減が、EUV マスク技術の最大の技術課題であり、内外の研究開発機関や基板メー

カーで、欠陥低減が試みられてきている。米国のSEMATECHでは、New York州のAlbany市にある、Albany 

Nanotech Center 内に MBDC(Mask Blank Development Center)なる組織を作り、多層膜形成時の欠陥低

減と欠陥発生のメカニズムの解析を行っている。16) ここでは、多層膜形成装置開発に米国の Veeco 社、マ

スクブランク形成に日本の AGC 社が参加して、ブランク開発を精力的に行って来ている。その結果、欠陥

密度は着実に減少して来ており、開発当初の比べ数桁以上の欠陥密度低減が実現されてきている。しかし、

まだ実用化には１桁以上の欠陥低減が必要とされている。また欠陥の発生原因としては、多層膜成膜時の欠

陥より、基板となる低熱膨張基板上の凹凸に依存する欠陥の方が多いことも突き止められており、今後の改

善が期待されている。一方国内では、ブランクメーカーであるHOYA社が精力的に開発を進めており、DNP、

凸版とも協力して、Selete と共に EUV 用マスクの開発を進めている。17)  

このブランク欠陥の低減には、ブランク欠陥検査技術の向上が不可欠である。特に位相欠陥は、構造的に

数ｎｍレベルの多層膜の凹凸が欠陥となることも多いため、その検出が難しい。従来から様々な欠陥検出手

法が検討されている。光を用いる方式が、従来からの基板表面の異物欠陥を見つける手法として定着してお

り、短波長化でその欠陥検査感度を向上させてきている。しかし DUV 光を用いる方式では、EUV マスクで

問題となる数 nm レベルの段差を検出するには、感度が十分でなく、EUV 光を用いる方法に期待が集まっ

ている。18) これを実現するため、第 1 期の MIRAI-PJ で研究を開始し、第 3 期の MIRAI-PJ で Selete が

開発している EUV 光を用いたダークフィールドの欠陥検査手法に期待が集まっている。19)  

 

(b) EUV レジスト技術 

EUV レジスト技術の開発は、解像度向上、感度向上、LWR(LER)の低減の３つの課題を解決するべく、

検討が進められている。特に材料開発としては、化学増幅系を中心に、様々な材料開発が進められている。

なかでも中心となるのは、レジスト材料の骨格を決める基本樹脂の分子量の選択と酸発生剤の添加方法であ

る。まず従来型の高分子材料と酸発生剤の組み合わせでは、分子量分布の狭分散化や酸発生剤の高分子への

結合により、バラツキを低減して LWR(LER)を低減することが試みられている。20),21) 一方、分子を単分子

化して、分子量分布の単一化だけでなく分子サイズ自体を微細化しようという試みも盛んである。22),23)  

さらに LWR(LER)の改善のため、リンス液の改良により、レジストの凹凸を改良しようという報告や、現
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像液自体を従来の TMAH: Tetra Methyl Ammonium Hydroxide 水溶液から、もっと分子量の大きな TBAH: 

Tetra Butyl Ammonium Hydroxide 水溶液として、解像度と共に LWR(LER)を改良しようという動きも盛

んである。24),25)  

解像度の限界に関しては、EUV 露光で形成された潜像(酸の分布)が、反応を促進させるため、ある程度拡

散させることが必要なことによるパターンのボケが問題となる。現状ではこの酸拡散距離として数 nm 程度

は必要なため、解像限界としては、10nm レベルと考えられる。 

解像度、感度、LWR(LER)以外の項目として急浮上しているのがレジスト倒れの問題である。パターンの

微細化と共に、レジストの接着面積が減少している。一方、ドライエッチング耐性からレジスト膜厚をある

程度は確保する必要があり、レジストが倒れやすくなっており、解像度の向上の妨げになっている。このた

め、まず取り組まれた方法が、下地に接着力を高める層を敷く Under Layer の採用である。26) この方法に

よって、レジスト倒れが改良されると共に、LWR(LER)の改善といった効果も確認されている。 

 レジスト倒れに対する究極の対策として、検討が始まったのが、無機レジストの採用である。27) 現状の

無機レジストは、非化学増幅系材料であり、感度も低いが LWR(LER)も比較的小さい。今後何らかの対策に

よる高感度化が必要だが、LWR(LER)が大きくなることだけは避けなければならない。今後の無機レジスト

の開発が注目される。 

 

5.3.5 その他の技術 

(a) EB 描画技術 

次世代のリソグラフィ技術として長年検討が進んでいる技術に、EB 描画技術がある。この技術はマスク

作製技術として広く利用されている。しかし、ウエハ上のデバイスを直接描画して作製する直接描画技術は、

マスクを用いないという特徴を活かし、研究開発用のデバイス作製や、多品種少量生産品の生産に一部用い

られて来ているものの、広く普及しているとは言えない。この理由は、描画速度が遅いためで、ウエハサイ

ズの拡大と共に、ますます実用化への道のりは険しくなっている。しかし、近年のマスク価格の高騰という

背景の下、マスクを用いないという特徴が注目され、様々な手段による描画速度の高速化が検討されている。 

ＥＢ描画の描画速度が遅い理由は、一筆書きによるパターン形成にある。この状況を克服する切り札とな

る技術が、並列描画技術である。電子ビームを複数本すなわちマルチビームとして使い、並列にパターンの

描画を実現しようというものである。最も積極的に研究を進めているのが、ヨーロッパで、MAPPER、PML2

と呼ばれる技術を開発している。28),29)  ここでは 300mmφのウエハを 1 時間 5 枚処理することが目標とさ

れ、10,000 本から 1,000,000 本を越えるビームを用いるとされているが、まだ実用化するに至っていない。

しかし前述したマスク価格の高騰を背景に、マスクレス技術への期待は大きく、研究開発への期待は大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.5.1 EB 描画装置の高速化の経緯 
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図 5.3.5.1 にこれらの電子ビームの並列化の経緯をまとめる。このように、微細化によるスループットの低

減を、ビームの並列化によって補おうとする技術開発の方向性が窺える。 

 

(b) ナノインプリント技術 

微細なパターンの加工技術として注目すべき技術の一つに、ナノインプリント技術がある。この技術は、微

細な構造を持つテンプレートを、ウエハ上に形成したレジスト膜に接触させ、その構造を写し取ることで微

細パターンを形成しようというものである。 方式としては、加熱してレジストを流動化させ、テンプレー

トの型を写し取った後にレジストを冷却する方式 30)と、流動性の高い紫外線硬化型レジストにテンプレート

を接触させた後、紫外線を照射してレジストを硬化させる方式 31)に分けられる。前者は、熱膨張によるパタ

ーンの伸縮があり、重ね合わせ精度が悪くなるという問題点があるが、簡便な方法である。一方後者は温度

変化が無いため、熱膨張の問題が回避され重ね合わせ精度を高めやすいという特徴がある。 

ナノインプリント技術では、従来の露光技術のように、エネルギー線で形成された潜像を、現像液で現像

する方式ではないため、化学増幅系レジストで問題となったような、酸拡散により潜像がボケてしまうとい

った問題はないため、テンプレートさえ作ることができれば、10nm レベルのパターンの作製も可能である。 

 

(c) Directed Self Assembly 技術 

今までのパターン形成技術と大きく異なる技術として注目されている技術に DSA(Directed Self 

Assembly)技術がある。32) この技術は、性質の異なる 2 つのポリマーを共重合させた、ブロックコポリマー

と呼ばれる材料を用いるものである。この材料を熱処理すると、ミクロ相分離を起こし、それぞれ特徴ある

パターンが形成される。特にその２つの材料の割合を変化させることによって、球形になったり、円柱状に

なったり、さらにラメラ構造と呼ばれる層状に配向させることもできる。この結果、コンタクトホールパタ

ーンや、配線パターンを形成することが可能となる。33) ,34) 

この方式の解像限界としては、分子量で決まると考えられるため、数 nm レベルが一つの目安となろう。

また当面の応用先としては、半導体応用ではなく、パターンドメディア等のメディア応用が期待される。35) 

 

5.3.6  我が国の半導体露光装置産業の現状と今後の課題 

 まとめに代えて、我が国における半導体露光装置産業の最近の状況と、今後の対応について簡単に述べる。

従来半導体露光装置産業は、日本が世界を凌駕していた。しかし近年になって、欧州の ASML 社がそのシェ

アを伸ばし、図 5.3.6.1 に示すように、最近では露光装置出荷台数の 7 割近くを同社の装置が占めるように

なって来ている。特に次世代の露光技術として期待されている EUV 露光装置に関しては、前述したように

ASML 社が 2010 年にβ機を導入し、来年から量産機を導入する計画を発表しているのに対し、日本勢は具

体的な量産機の開発計画を未だ公表していない。 

こういった状況の原因として、様々な要因が考えられるが、我が国の半導体産業自体の凋落傾向がその背

景にあることは言うまでも無い。従来、半導体産業は、設計から製造までを垂直統合した形の産業として発

展し、日本の半導体産業が世界の半導体産業をリードした時代もあった。しかし、1990 年代後半から、アジ

アの半導体産業が急成長し、日本はその王座から転落して行った。しかも近年、製造専門の会社の急成長に

伴い、水平分散型の産業構造への転換が進んだ。これに呼応して、日本の半導体産業の再編が進み、多くの

半導体企業が、ファブレスと呼ばれる、製造部門を持たないような企業形態になったり、ファブライトと呼

ばれる、製造部門の多くを外注するような企業形態になって来ている。半導体製造技術の中心技術として半
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導体露光技術があり、これを支える中心装置が、半導体露光装置である。このため、こういった半導体製造

に関する企業形態の変化は、技術開発自体にも大きな影響を与えている。 

しかし、半導体露光装置は、光学技術と精密機構技術、それを統括制御するエレクトロニクス技術によっ

て成り立つ高度な技術に立脚し、現在でも露光装置産業には、新興国の参入を許して居ない。こういった高

度な技術を背景にした産業の活力を維持することは、21 世紀における日本の隆盛を支える礎でもあり、何と

しても維持しなければならないと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.6.1 半導体露光装置のマーケットシェアの変遷 

（データクエスト社等のデータを基に筆者が作成） 

 

一方、半導体産業の競争力を強化するため、国内において様々な国家プロジェクト等が計画され、実施さ

れて来た。しかし、こういった施策にもかかわらず、現在の半導体産業や露光装置産業の凋落を招いた原因

について、問い直す必要もあろう。本質的に産業界及び国の取り組み方に問題があったのではないかと考え

られる。ヨーロッパの IMEC に象徴される外国でのコンソーシアム活動は、非常に隆盛で有り、彼らの取り

組みと、我が国の取り組みにどのような違いがあり、その組織や構造にどのような違いがあったのかをきち

んと精査し、今後の日本の産業戦略の立案に活かす必要があろう。過去の日本の活動は、各企業が個々の利

害に囚われ、大局的な取り組みができなかった面や、ややもするとグローバルな視点を欠いた取り組みがあ

り、特にアジアでの求心力を失った経緯もある。これに対し、IMEC 等は、ASML とタイアップし、最先端

の露光技術を提供して求心力を高めると共に、半導体生産の中心であるアジア企業を取り込み、世界をリー

ドして行った。こういった様々な点を真摯に反省し、それを踏まえた新たな取り組みが期待される。 

（岡崎 信次） 
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第 6 章 表示機器 

 

日本の国際社会におけるプレゼンス低下が各界で指摘されているが表示機器の世界も例外ではない。80 年

代後半から 90 年代にかけて液晶や PDP 技術でフラットパネルディスプレイ（FPD）を中心にグローバル表

示機器市場を牽引し、粘り強く難易度の高い技術を生み出し、次世代技術構築の中心的役割を担っていたの

は日本の表示機器産業であった。近年、その勢いに翳りが見える。一つの指標として表示機器の代表的な国

際学会である SID (Society for Information Display)シンポジウムにおける国別論文数（口頭・ポスターを

含む。共同研究は執筆者の国別割合を単純に掛けて計算。）を 2001 年と 2010 年とで比較した結果を例にと

れば、SID 論文数は全体として増加しており、韓国・台湾が論文数・割合を増加させている一方、日本は、

論文数そのものは減らしていないものの全体順位を２位から３位に下げている。 

本章では、将来も継続的に日本が新規技術を創出しグローバルな表示機器産業に貢献し発展していく方向

性を考えるために、幅広い表示機器分野の中から 2010 年より日本国内でも本格的な立ち上がりを見せ今後

もアプリケーションおよびテクノロジードライバとして期待される 3D 表示機器の技術動向を概観する。さ

らに、表示機器全体の技術動向を概観した後、具体例としてモバイルディスプレイの一分野として開発が活

発化し、近年ピコプロジェクタあるいはポケットプロジェクタと呼ばれるカテゴリを擁し、新規な技術構築

および市場形成が期待されているプロジェクタ分野に絞って報告をおこなう。 

（井出 昌史） 

6.1 ３D ディスプレイ 

 

 ３Ｄディスプレイの歴史は古く、赤青フィルムのアナグリフ方式を初めとして、様々な方式が検討されて

きた。それにも関わらず、2010 年から急激に 3DTV が普及し始めた理由は、フラットパネルディスプレイ

（FPD）の進歩と、３D 映画の流行にある。３D ディスプレイでは、左右の眼に異なる映像を映さなければ

ならない。この異なる２つの映像を一つのディスプレイに同時に表示すると、画像の解像度が半分になって

しまう。また、解像度を減らさないように２つの映像を交互に表示する場合、フリッカが気にならないよう

に、非常に高速に２つの映像を切り替えなければならない。一方、FPD は、HDTV 化に伴う高解像度化が

すすみ、また、動きぼけを無くすための高フレームレート化が進んでいた。つまり、この FPD の技術を流

用することで、３D ディスプレイの課題を解決できた点が、３DTV 発展の大きな要因である。また、良質の

３D 映像をハリウッドが提供し、一般ユーザに３D の魅力を示したことも、もう一つの要因である。本節で

は、これまで提案されている３D ディスプレイの方式を整理し、各方式の概要と課題を述べる。また、様々

なメディアにおいてデファクトとして利用されている各種３Dフォーマットに関しても現状と課題を述べる。 

 

6.1.1 ３D に見える仕組み 

(1) 心理的要因と生理的要因 

 人が眼に入ってきた映像を３D として認識する要因として、心理的要因と生理的要因の二つがある(１)。

主な心理的要因として、a)物の見かけの大きさ・高さの違い、物体どうしの重なり具合、b)テクスチャの勾

配、c)遠近法・透視図法、d)空気透視、e)陰影があげられる。a)物の見かけの大きさ・高さの違い、物体どう

しの重なり具合とは、遠くの物体は小さく見える、近くの物体は大きく見える、また、手前の物体は、奥に
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ある物体を隠すという経験的な思い込みに基づく要因である。また、b)のテクスチャ勾配とは、ある一様な

模様が同一平面上にある場合、近くの模様のパターンは大きく見え、遠くになるほど模様のパターンが細か

く見えるようになることに起因する要因である。また、c)遠近法・透視図法とは、視点から遠いほど小さく

描かれている・映っている構図であり、描かれた画像の構図からも、奥行き感を感じとることができる。ま

た、c)空気透視も、遠近法の一つであり、徳に風景の写真など、遠くにある物体は青白く見える、ぼけて見

えるといった経験的思い込みによる要因となる。また、e)陰影は、物体自体の凹凸を把握する手がかりにな

る。また、物体の影の位置関係により、物の相対位置を把握することができる。このようなことから、物の

陰影も奥行き行き知覚の要因となる。以上、心理的要因として五つあげたが、これらは、一枚の写真であっ

ても、また単眼で見た場合であっても、奥行き感を得る手がかりとなる。 

 

図 6.1.1.(1).1 生理的要因 

 

 一方、生理的要因は、人の視覚機能に起因する要因であり、f)両眼視差、g)両眼の輻輳角、h)ピント調節、

i)運動視差の４つが大きな要因としてあげられる。 

 
図 6.1.1.(1).2 両眼視差 

 

f)の両眼視差とは、左右の眼（網膜）に映る映像の違いのことである。人の眼は約 6.5cm 離れている。この

左右の離れた二つの眼で物体を見ることで、異なる視点の映像が網膜に映る、人は、この二つの異なる(網膜)
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映像を安定して知覚できるように脳で処理が行われる。つまり、図 6.1.1.(1)にしめすように、左右の眼に映

る２つの異なる視点の映像が、単一の映像として見えるように２つの映像を１つの映像に重なり合わせる（融

像させる）ことで、安定して２つの異なる映像を見ることができるようになる。結果的に、映像が飛び出し

て見えるように知覚されるため、３D ディスプレイで もよく利用される要因である。g）両眼の輻輳角と

は、近くの物体を見るときに寄り目のなるように、物体の距離の違いにより、眼の寄り具合（眼球の回転角）

が異なる。物体を見たときの、２つの眼の視線のなす角を輻輳角と呼ぶ。輻輳角の違い、すなわち眼球の回

転度合いから、奥行きの違いを知る事ができる。ｈ)ピント調節は、眼の焦点調節機能のことであり、人は焦

点を合わせるために水晶体の厚みを変えて、ピント調節をしている。このピント位置調節（水晶体の厚みを

変える筋肉の弛緩状態）から、物体までの距離を経験的に把握することができる。また、i)運動視差は、視

点を変えることで物の見え方が異なることから、奥行きを把握する知覚要因である。例えば、頭を左右に水

平に動かしたとき、手前の物体と遠く(奥)にある物体では、動き方が異なる。手前の物体は早く左右に動く

のに対して、奥にある物体は少ししか動いて見えない。この動き方の違いから奥行きを把握することが出来

る。 

 

6.1.2 様々な３D ディスプレイ 

(1) 方式体系化 

 ３D ディスプレイには様々な方式が提案されている。図 6.1.2.(1).1 は、主な方式をまとめた結果である。

大きく分けて、左右の眼に異なる映像を提示し、両眼視差により奥行きを表現する、視差情報を利用した方

法と、物体から来る光線を再現するインテグラル方式（空間像再生方式）と、表示物体自体の三次元座標位

置で描画する物体の三次元情報を利用する方式と、物体から来る光の波面そのものを再現するホログラフィ

方式と、複合知覚を利用した方式に分類できる。 

 視差情報を利用した方式とは、右目と左目にそれぞれ異なる映像を提示し、両眼視差により奥行き感を再

現する方式である。３D 用の特殊な眼鏡を使用する眼鏡方式と、眼鏡を使わない裸眼方式がある。裸眼方式

では、観察者が眼鏡を掛ける代わりに、ディスプレイ側に特殊なフィルタ、レンズ等により、光線の方向を

制御している。また、視差情報を利用する方法には、複数の視点の画像を同時に表示する空間分割方式と、

複数の視点の画像を時間軸に分け、左右の画像を交互に表示する（観察する）時分割方式がある。 

 また、観察者の視点という考えをもたず（視差情報に頼るのではなく）、物体からくる光そのもので空間像

を再現する考えがある。物体から来る光を光線情報としてとらえ、光線そのものを再現しようとした超多眼

方式やインテグラル方式と、物体から来る光を波面としてとらえ、波面再生を目指した方式がホログラフィ

である。その他に物体像を 3次元空間の光源の集まりとしてとらえたボリューム型ディスプレイとして、ス

クリーンを高速回転（あるいは移動）させて、立体表示物体の断面を残像効果を利用して表示する断面再生

方式と、物体形状を表す点光源そのものを空中描画により表現する方式や、錯視を利用した DFD方式などが

ある(2)(3)。以下、これら各方式について述べる。 
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図 6.1.2.(1).1 立体表示方式 

 

(2) 各種方式 

(a)眼鏡式 

 眼鏡方式には、複数の視点の画像を同時に表示する空間分割方式と、時分割で複数の視点を交互に表示す

る時分割方式がある。また空間分割、時分割方式共に、アナグリフ方式（波長分割方式）と偏光眼鏡方式が

あり、時分割方式には、これらの他に液晶シャッター方式も存在する。 

(i) アナグリフ方式（波長分割方式） 

 アナグリフ方式は、1953 年に提案された も歴史の古い方式である。この方式は、右目が青色、左目が赤

色の眼鏡を掛ける方式である。提示する立体画像は、右目用は赤色で描画した画像、左目で見るべき画像は

青色で描画し、左右の眼でそれぞれの画像のみが見えるようにした方式である。立体画像の制作が容易であ

るばかりでなく、３D 専用眼鏡も、左右の眼に赤青のセロファンを貼り付けるだけで３D 眼鏡が作れること

から古くから利用されている方式である。しかし、この手法の欠点は、赤青のフィルタを通して画像をみる

ため、色再現性が乏しい点が大きな課題である。また、長時間視聴していると、眼がチカチカしてくるなど、

眼の疲労も大きい。このアナグリフ方式は、言い方を変えれば、左右の眼の映像分離のために、赤色波長と

青色波長を色フィルタで分離するという方式であるが、 近では、この色フィルタが工夫され、RGB 帯域の

波長を２つに分けて左右異なる波長帯のRGB色で提示する波長分割方式が提案されている(4)。図6.1.2.(2).1

に示すように、RGB の色空間をそれぞれの色を二つの波長に分割し、特定波長のみを透過するバンドパスフ

ィルタを貼り付けた眼鏡を利用する方式である。 
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図 6.1.2.(2).1 多重波長可視化方式 

この方式は、左右の色味が若干異なってしまう点と、高精度のバンドパスフィルタが必要であるため、眼鏡

が割高になってしまうといった課題はあるが、ディスプレイ側、スクリーン側は従来のスクリーンを用いる

ことができるメリットは大きい。 

 現在、この方式は、３D 映画市場において、Dolby 方式(5)に用いられている方式である。Dolby 方式の場

合、左右の波長帯に画像を空間分割ではなく時分割で提示している。プロジェクタは、144Ｈｚで左右の眼

の映像を交互に切り替えて投影している。３Ｄ眼鏡を掛けた視聴者は、左右の眼の映像をそれぞれの眼で、

72Hz で視聴することになり、従来のフィルム映画よりも 3 倍早いフレームレートで映像を提示しているこ

とになるため、時分割によるちらつきは感じずに、立体映像を楽しむことができる。 

 

(ii) 偏光眼鏡方式 

 偏光眼鏡方式は、光の偏光状態を変え、偏光フィルタで左右の眼の画像を分離して提示する方式である。

使われている偏光状態としては、直線偏光と円偏光の 2 種類がある。 

 

図 6.1.2.(2).2 偏光眼鏡方式 

 直線偏光を利用する方式は、左右の眼に提示する画像を直行する偏光状態で区別する。例えば、図

6.1.2.(2).2 に示すように、右の眼には、垂直偏光状態の光のみ、左目には水平偏光状態の光のみを透過させ

る偏光フィルタを眼鏡に貼り付けて、左右の眼の映像を分離している。3D 映画では、IMAX3D(6)などで採

用さている。もう一つは、円偏光を利用した方式である。この方式は、右目・左目用の映像の光線を右回転

の円偏光状態と左回転の円偏光状態の光線を用いて画像を分離する方式である。この方式は、3D 映画とし

ては、REALD 方式(7)として広く普及している方式である。3D 眼鏡は、偏光フィルタを貼り付ければいい

だけであるため、安価に眼眼を作ることが可能であるが、スクリーンを反射した光の偏光状態が変化しない

ように、特殊なシルバースクリーンを用意しなければならない点が課題である。 

 また、この偏光眼鏡方式にも、空間分割と時分割方式がある。3D 映画館の場合は、プロジェクタで投影
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する映像を、144Hz という高速時分割で切り替えて提示しているために、フリッカなしで視聴する事が可能

である。また、据え置きディスプレイでは、空間分割方式の例がある。具体的には、ディスプレイ表面に走

査線毎に異なる偏光状態を有する偏光フィルタを貼り付ける簡易な方式である。表示する立体映像は左右の

目の映像を走査線毎に交互に提示することで、左右の眼にそれぞれ異なる偏光状態の光で、左右の眼の映像

を提示可能である(8)。左右の眼の映像は同時に表示されているため、フリッカは無いが、ディスプレイ表面

を二分して、左右の眼の映像を提示しなければならないため、左右の眼に提示できる解像度は半減してしま

うというデメリットは存在するが、昨今のディスプレイの高解像度化により、クリアな３D 映像を視聴する

事が可能となっている。 

 

 (iii) 液晶シャッター方式 

 液晶シャッター方式は、 近の３ＤＴＶの主流であり、3D 映画館では、XPanD 方式(9)として利用されて

いる。この方式は、左右の眼の映像を時分割で切り替え、視聴者側は、ディスプレイの表示切り替えに同期

して左右の眼の液晶シャッターが on/off する仕組みである。右目用の映像が提示されている間は、視聴者の

液晶シャッター眼鏡の左目のシャッターが閉じられた状態となり、ディスプレイ側が左目の映像に切り替わ

ると、シャッター眼鏡側は、左目にシャッターが閉じられて、右目のシャッターが開けられる。この切り替

えを高速に行うことでフリッカなしの高品質な立体映像が観察できる。 近の TV は、もともと、動きのぶ

れを無くすために、表示周波数を高速に行う回路が既にできていることから、立体表示の際の高速切り替え

も従来技術を流用して実現できることから、３D 化に拍車がかかったといえる。 

 
図 6.1.2.(2).3 液晶シャッター方式 

(b) 裸眼式 

 両眼視差をベースとした裸眼方式は、観察者が眼鏡を掛ける代わりに、ディスプレイ側が光の方向を制御

して左右の眼に降り分けていることになる。また、図 6.1.2.(1).1 に示した光線情報、波面情報、物体情報、

複合知覚の手法も全て、特殊な眼鏡を必要としないため、裸眼方式になる。 

(i) パララックスバリア方式 

  パララックスバリア方式は、ディスプレイに表示された右目用・左目用の映像がそれぞれの異なる眼で見

えないようにバリアで隠す方式である。簡単な例では、図 6.1.2.(3).1 に示すように、ディスプレイ全面にス

リット上のバリアを配置し、左右の映像が、それぞれの反対側の眼で見えないように隠している。この手法

はモアレパターンが現れやすいことから、スリットを階段状にしたステップバリア方式(10)も提案されてい

る。また、ディスプレイに多視点の画像を提示し、スリットをうまく配置することで、複数の視点の画像を

同時に表示することも可能であり、多視点の３D ディスプレイの方式としてよく利用されている。また、液

晶パネルを利用してスリットを表示することで、スリットを電気的に on/off することが可能となるため、２

D、３Dモードの切り替えが必要な携帯電話や携帯ゲーム機に利用されている。図 6.1.2.(3).2 は、4視点の３
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D ディスプレイの例であり、ディスプレイに予め、4視点分の画像を同時に表示し、それぞれの観察位置での

み、当該視点の画像が見えないようにスリットを配置することで、３D ディスプレイの多視点化も容易であ

るが、多視点化の場合、各始点の画像解像度が、「視点数分の一」の解像度になってしまうため、より高解像

度なディスプレイが必要となる。またこの方式は、バリアにより光を遮ってしまうため、３D 表示したとき

に輝度が低下してしまうという課題がある。 

        

図 6.1.2.(3).1 パララックスバリア方式        図 6.1.2.(3).2 パララックスバリア方式（多視点） 

 

(ii) レンチキュラーレンズ方式 

 レンチキュラーレンズ方式は、かまぼこ上のレンズを横に並べたシートで、ディスプレイの光線の方向を

制御する方式である。図 6.1.3.(3).3 に示すように、レンズの背後に右眼用、左眼用の画像を交互に配置し、

レンズ効果により、左右の眼に、それぞれの画像の光のみが届くようにしている。この方式は、図 6.2.3.(3).4

に示すように、ディスプレイに表示する画像をとして、2 視点以上の複数視点の画像を配置し、異なる視点

の画像がそれぞれの位置でのみ観察するように配置することで多眼の３D ディスプレイを容易に構成するこ

とも容易である(11)。しかし、レンズをディスプレイに貼り付けてしまうことから、バリア方式のような

2D-3D の切り替えが難しい。一般には、レンズを貼り付けた状態で２D画像を表示すると解像度が低下してし

まうという課題はあるが、ディスプレイ自体が更に高精細化することで、レンズを貼り付けた状態であって

も現状の２D ディスプレイ程度の解像度の画像を表示することも可能である。また、 近では、液晶レンズ

を用いることで、レンズ自体を on/off する技術も出てきている(12)。 

        

図 6.2.2.(3).3 レンチキュラーレンズ方式      図 6.2.2.(3).4 スキャンバックライト方式 

 

(iii) スキャンバックライト方式 

裸眼の時分割方式として、図 6.1.2.(3).4 に示したような観察者の左右の眼に、それぞれに単独に光を照射で

きる 2組の LED光源を備えたスキャンバックライトと、視差画像を高速に書き換える液晶パネルを組み合わ
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せた方式がある(13),(14),(15)。この方式は、立体視ができる領域がディスプレイ中央正面に限定されるが、

視差情報を利用した他の手法が、左右の眼に異なる画像を提示してしまう逆視の状態が発生しない点が特徴

である。 

 

(c) 空間像再生方式 

(i) インテグラル方式 

 インテグラル方式は、原理は､リップマンが考案したインテグラルフォトグラフィ(16)に基づく手法であり、

古くは写真技術であったが、ディスプレイの高精細化に伴い、電子的なインテグラル方式が実現できるよう

になった。この方式は、基本的には、物体から来る光を再現する方式であり、光線の方向制御には、ピンホ

ールや、レンチキュラーレンズ(17)(18)あるいはマイクロレンズ（蠅の目レンズ）(19)が用いられる。例え

ば、図 6.1.2.(4).1 の円の表面の一点を光らせたいとき、ディスプレイから、その光らせたいところに光線が

集光するように、ディスプレイから光を放射するようにする。観察者は、複数方向から来た光が一点で交わ

ったところで光ったように知覚される(20)。物体表面の全ての表面でそれぞれの輝度で放射される光線を再

現すれば、物体から来る光を結果的に再現していることになる.ただし、この方式を実現するためには、ディ

スプレイから非常に多くの光線を様々な方向に放射できるようにしなければならない。そのため、この方式

に利用するディスプレイは非常に高精細のディスプレイが要求される。 

一方、光線方向をソフトウェアで計算し、画素毎に光線の方向を制御することで、既存の LCDを使って効率

的に光線制御を行うことで、既存のレンチキュラーと LCDであっても空間像の再現を実現したフラクショナ

ルビュー方式(21)がある。 

(ii) 超多眼方式 

超多眼立体表示とは、従来の２眼式立体表示が左右眼に各１枚の画像を提示するのに対し、左右眼のそれぞ

れの瞳孔に２つ以上の視差画像が入射するような細かいピッチで多視点画像を表示する方法である(22)。 

 

図 6.1.2.(4).1 インテグラル方式 

 

(iii) ホログラフィ方式 

 ホログラフィは、空間像を光の波面として再現する方式である。図 6.1.2.(5).1 に示すように光の波面で、

物体から来る光の波面そのものを記録、再生する方式であり、究極の立体表示手法といわれている。ホログ

ラフィは、光の波面を記録するために、光の干渉縞を利用するため、サブミクロンオーダーの高精細なデバ

イスが必要である。近年、これらの干渉縞を光学的に生成するのではなく、計算機で計算する計算機ホログ

ラフィの研究が進んでいる。これにより、CG で生成した像をホログラムとして作成することも可能となっ
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てきている(23)(24)。しかしながら、これらホログラムを実際の干渉縞の解像度で表示し、３D 映像として

再生するデバイスは課題が多い。AODやLCDを利用した動画ホログラム再生システムが検討されているが、

記録できる干渉縞のピッチの限界や、大がかりなレーザ光学系が必要であるなど、一般ユーザへの普及はま

だまだ先である(25),(26),(27)。また、近年、観察者の目の位置をトラッキングし、観察者の目の領域でのみ

ホログラム再生することで、現存の LCD を使った動画ホログラフィを実現している例もある(28)。 

 

 (d) 体積表示方式 

 体積表示方式は、物体情報そのものを断面の集合あるいは点光源の集合により表現しようとした方式であ

り、図 6.1.2.(4).1 に示すように表示対象物体の断面を複数表示する方式と、空中に直接描画する方式がある。 

 断面表示の方式としては、断面像を投影するスクリーンを高速に移動させ、残像効果で立体表現する方式

であり、視線方向に走査する方式と、スクリーン自体を高速に回転させる方式がある(29)(30)。この方式は、

どこから見ても立体に見えるメリットは大きいが、表示対象空間がスクリーンの可動範囲に限定されてしま

う点が課題であろう。また、全ての断面の残像を利用して表示しているため、表示物体が透けてしまうとい

う点が課題である。 近では、スクリーンの視野角を制御することで従来のファントムではなく、よりリア

ルな表示が可能となっている(31),(32)。また、円筒状の LEDディスプレイを用いた 360°スクリーンも提案

されている(33) 

 一方、空中描画方式は、パルスレーザを空気中に集光し、焦点近傍に存在する空気をプラズマ状態に瞬間

的に変化させ、その緩和に伴う発行を空気中の輝点にすることで、何も無い空中に描画することが可能であ

る(34)。現状は、3 次元物体をこの起輝点（点光源）の集まりとして表現するため、表示できる形状に限界

があり、用途は限定されるが、何も無いところ(空間)に表示可能な唯一の方式であろう。 

 

 
図 6.1.2.(4).2 体積表示方式 

(e) 複合知覚：DFD(Depth-Fused-3D)方式 

 DFD とは、立体錯視現象を利用した方式であり、図 6.1.2.(5).2 に示したように、2 枚の表示ディスプレイ

に同じ物体を表示し、重ね合わせて見る方式である(35)。前後のディスプレイの表示物体の輝度を変えるこ

とで 2 枚のディスプレイの中間に物体が表示されている様な錯視現象が起きることを利用している。ディス

プレイの解像度劣化がないため、綺麗な３D 映像を見ることができるが、表示可能な３D 空間が、2 枚のデ

ィスプレイの間に限定されてしまう。 
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           図 6.1.2.(5).1 ホログラフィ方式               図 6.1.2.(5).2 DFD 方式 

 

6.1.3 3D フォーマットの現状 

 3D デジタルカメラや３DTVの販売、Blu-ray3D の発売、BS11 やスカパー!など、放送メディアでの３D配信

等、３D コンテンツが様々なメディアを通して流通し始めている。しかしながら、これら各種メディアで扱

う、コンテンツのフォーマットに関しては、あまり統一が図られていないのが実状である。 

 現在、放送業界やインターネット等でデファクト標準として使われているフォーマットが、サイドバイサ

イド（あるいはサイドバイサイドハーフ）と呼ばれ、画面を左右 2分割して、右眼用左眼用の画像を同時に

配信する方式である。この方式の大きなメリットは、従来の映像コンテンツと全く同じフォーマットで送受

信することが可能な点である。サイドバイサイドのコンテンツであると受信機の方で認識できれば、３D 表

示対応することができ、サイドバイサイドと認識できなくとも、単に１つの画面に 2つの映像が見えるだけ

である。しかし、この方式は、映像の解像度が二分の一になってしまう。ハイビジョン解像度に慣れた一般

視聴者が、半分の解像度の映像に不満を持つことも十分にあろう。 

 一方、パッケージメディア関連では異なるフォーマットが使われている。Blu-ray 3D で採用されたフォー

マットは、MPEG で標準化された MPEG-MVC(Multi-view Video Coding)という方式である。この方式は、一方

（例えば右眼用の画像）はフル解像度で保持し、もう一方(左眼用の画像)は、基準となる右眼用の画像との

差分のみを保持する方式である。これにより、左右の眼の画像がフル解像度で保持できるとともに、データ

量は、1.5倍程度に圧縮することができる。そして、3Dに対応していないプレーヤで再生する場合は、基準

画像のみを再生し、3D対応のプレーヤであれば、左眼用の画像を再構成して、左右の眼の画像をフル解像度

で表示することができるようになる。 

 更に、３D対応のデジタルカメラでは、MPO（Multi Picture Object）という先の 2つとは異なるフォーマ

ットを採用している。この方式は、カメラ映像機器工業会（CIPA）で規格化された方式であり、複数の画像

をメタデータと共に順次、後ろに継ぎ足していく形式になっている。従来機は、 初の画像データのみを利

用し、３D 対応であれば、その次のデータも参照するというように、従来機との互換性を維持した方式であ

る。 

 ３D 映像用のフォーマットは、ここで紹介した 3 つの方式以外にも多種多様存在する。各種メディア相互

間でのコンテンツ流通を促進するためには、フォーマットの標準化が必要である。 
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6.1.4 おわりに 

 ３D 市場普及のカギは、ハードウェアスペックだけの問題ではない。３D 視聴時の注意喚起(36)や３ＤＣ

安全ガイドラインの公開(37)にあるように、3D コンテンツの視聴の仕方や製作ノウハウも重要な要素である。

従来３D 映像といえば、飛び出しによる驚きが３D 映像の特徴として捉えられていたことが多く、過度な飛

び出しなどにより、視覚疲労を引き起こす３D 映像が多々存在した。現在は、３D 映像の特徴は、画面から

の飛び出しではなく、画面から奥の奥行き感や臨場感の再現を目的とした製作に変わってきている。３D 映

像の安全性に関してのガイドライン(37)の公開により、３D 映像の課題は広く認識されるようになってきた。

しかしながら、快適に３D 映像を視聴できるための条件等、まだまだ解明すべき点は多々存在する。これら

の条件を明確にするためには、主観評価実験等の大規模な検証実験等が必要であるが、これら検証実験は、

一企業でできるわけではなく、産官学の連携が重要となる。 

 ３D ディスプレイ技術は、日本が先行していたにも関わらず、海外では、サムソンや LG 電子等、韓国企

業の３D ディスプレイが目立つ。これには、自社で独自開発を進める日本企業に対して、オープンな製品開

発を進める韓国企業という、各企業のビジネス戦略の違いもあるかもしれないが、国の取り組みに大きな違

いがあると考えられる。韓国政府は、３D テレビ開発、番組制作促進の支援として、2015 年までの 5 年間、

計 664 億円の予算を計上することを明らかにしている（電波新聞 2010 年 4 月 9 日）。国を挙げて、技術開

発、コンテンツ制作、標準化等、総合的に３D 市場の発展を推進しているのである。一方、日本では、そこ

までの支援は行われていないのが実状である。３D ディスプレイは、視聴者が、正式な観察位置・姿勢で見

ることで初めて３D 映像としての意味・価値がわかる。つまり、高品質の３D ディスプレイがあれば、誰で

も品質の良い３D 映像が見えるわけではない。品質の良いコンテンツ、そして、視聴者も観察条件をしっか

り守って視聴することが重要である。先に述べたように３D ディスプレイは多種多様な方式が存在し、視聴

条件も様々である。異なる方式をどのように比較すべきかが課題であり、ISO では、３D ディスプレイの性

能評価のためのディスプレイの計測手法に関しての検討が進められている(38)。 

 現在、３D 市場において、日本は厳しい立場に立たされつつある中、すぐれた３D 技術を持っている日本

が率先して、各種標準化を推進していくべきであり、国レベルの支援を得て、産官学連携による更なる積極

的な活動を期待したい。 

（堀越 力） 
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6.2 プロジェクタ 

 

6.2.1 表示機器の技術・市場の動向 

(1) 表示機器開発の概要と日本をとりまく状況変化 

 1990 年代から表示機器分野において、日本が産業化の主導的役割を果たし技術開発に大きな成功を収めた

フラットパネルディスプレイ（FPD）を例に考えると、2000 年代に入って CEATEC、FPD International

等国内の国際展示会でも観られるようにリバースエンジニアリング型開発 1)で成功し、次の技術を主導する

段階に向かう韓国企業、主に比較優位性を利用して巨大化した台湾・中国企業 2)の躍進とは対照的に全体と

して日本企業のプレゼンス低下が顕在化し、グローバルなビジネス面でも苦戦が続いている。 

 一例として、液晶方式(LCD)FPD の変遷を振り返る。開発当初、高品位 FPD 実現の鍵は、前工程である

大型の TFT アレイの技術であった。1993 年には、日本企業の LCD のグローバルマーケットシェアは、92%

であった。3)1990 年代終盤までに主にノート・ラップトップ PC 用途で高画質静止画用途の TFT アレイを用

いた FPD セル技術は、実用化され、さらに、2000 年代半ばに液晶 FPD は、後工程である液晶パネル化技

術と BLU（バックライトユニット）技術の更なる改良により、PDP と競争するように HD（720p）や Full 

HD（1080p）での動画表示に対応、民生品に応用できるコストを実現した。その結果、FPD 技術者の 1980

年代からの目標であった CRT はその役目を約 50 年で終えることになった。かつて大型 FPD－TV はハイエ

ンドの高付加価値製品であり、プレミアム製品はインテグラル型（すり合わせ）で TFT-LCD パネルや PDP

をコア技術として垂直統合型で製造され付加価値は完成品であるセットにまで波及し利益を生み出していた

と考えられる。 

しかしながら、2009 年から 2010 年のグローバルな TFT-LCD パネルの世界シェアを見ると TFT パネル

の 先端工場を国内に持つ日本のシャープは 10%程度となっている。一方、LG Display と Samsung の 2

社は 25%から 30%程度のシェアを持つ。さらに新しく部品点数を減らし構造部材と集積化した BLU (Back 

light Unit)モジュールを戦略的に開発し低価格帯パネルにフォーカスした新規ビジネスモデルで、

Chimei-Innolux や AUO が残りのシェアを拡大 4)という構図になっている。重要な点は、低価格ボリューム

ゾーンではパネル技術での差異化が難しいため収益は、シェアに比例するようになったことである。 

40 インチ程度までの LCD-FPD-TV はコモディティ化が進行し、ブランドメーカも OEM での調達割合を

増やしはじめている。2010 年は、2008 年の北京オリンピックに続き、サッカーW 杯がグローバルイベント

として開催された年であり、HD(720p)および Full HD(1080p)のデジタル TV 画質を多くの人々が実際に世

界中で体験した初めての年となった。今後の表示機器開発には高解像度化が必須であり逆戻りできない。価

格の下落を抑えるため、特に TFT-LCD パネルを応用したデジタル TV セットは、毎年のように新規技術が

投入され、さらにその導入サイクルが短縮化する傾向にある。2000 年代半ばまでは、画面サイズの大型化と

いう付加価値で価格維持を進めてきたが、フラッグシップ製品を除きサイズは頭打ちとなった。そのため、

新機能搭載競争にシフトし、2 倍速スキャン（120Hz）、4 倍速スキャン（240Hz）による動画性能向上、LED

－BLU 方式がここ数年で相次いで採用されたのに続き、2010 年は 3D 元年と呼ばれアクティブシャッタ方

式 3D－TV が各社より発売された。CES2011 での展示傾向から 2011 年から TV のネットワークハブ化が進

むと考えられる。メーカによって、まだ、製品コンセプトに差があるもののネットワーク対応 TV（Smart TV、 

Connected TV などと呼ばれる）の本格的な製品化およびサービス提供開始でコネクティビティ（ネットワ

ークで提供されるサービスへの接続性）が TV 用表示機器のキーになることは間違いないであろう。5) 
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(2) SID シンポジウムから見た表示機器の開発動向 

視点を変え、現在の技術開発動向について概観する。表示機器分野においても、国際学会での報告内容や

併設される展示会での技術動向が数年先のビジネスに直接反映される傾向が強まっている。これは工学系大

学などのアカデミアや公共性の高い研究機関を市場経済の枠組みとして取り入れ新規産業創出のインキュベ

ーション機関として機能させる試みが各国で開始されたことと関係している。このため現在の国際学会の技

術動向から、産業界の将来を予測することができると考えられる。表 6.2.1.(2).1 に表示機器の代表的な国際

学会である SID（Society for Information Display）シンポジウムの 2001 年 6)と 2010 年 7)における上位 15

カ国の国別論文数を示す。（SID シンポジウムの予稿集を参考に独自に集計し作成。共著論文は、単純に一

件を国別で割ることで集計した。例えば、著者が 2 名で異なる国の機関の研究者と考えられる場合、0.5 ず

つとカウントした。また、口頭発表とポスター発表を合わせた集計である。論文の質を考慮すべきという意

見もあるが、集計に反映させることが難しいため、内容については、重み付けをしていない。）発表件数全体

でみると、2000 年が約 300 件であり、2010 年が 500 件弱と大幅に 2010 年の件数が増えている。これは、

表示機器市場の発展・拡大と相関があると考えられる。例えば、2004 年のグローバル市場において TV 用表

示機器の出荷額は約$70B であり、2010 年は、LCD 方式 FPD が主流になっているが約$117B と大幅な伸び

が予測されている。（出所：DisplaySearch Quarterly Advanced Global TV Shipment and Forecast 

Report8））。リーマンショックの影響で、2009 年に一度落ちているが、それまでは毎年増加の傾向であった。

なお、2004 年の LCD-FPD が TV 全体に占める割合は、約 18%であり、2010 年は、その割合が約 86%まで

増加している。 

 

 

Total (Oral+Poster) Total (Oral+Poster)
Rank Country 2001 Rank Country 2010

1 US 94.18 1 Korea 127.16
2 Japan 80.5 2 Taiwan 101.75
3 Korea 68.5 3 US 85.24
4 Netherlands 14.2 3 Japan 85.24
5 Taiwan 13 5 China 19
6 UK 8.2 6 Germany 16.75
7 Germany 5.33 7 UK 11.375
8 Belgium 3.95 8 Hong Kong 10.5
9 Italy 3.2 9 Canada 4.83

10 Ukraine 3.05 10 France 4.67
11 Hong Kong 3 11 Switzerland 4.625
12 Canada 2.5 12 Netherlands 4
12 Russia 2.5 12 Finland 4
12 China 2.5 12 Russia 4
15 France 2.1 15 Belgium 3  

 

TV 用途は、表示機器の 30%以上を占めると言われ 9)、グローバル市場として、成長し続けている代表的

なアプリケーション分野である。この状況を把握した上で、表 6.2.1.(2).2 を見ると日本からの発表は、件数

自体は 2010 年の方が 2001 年と比較し若干伸びているが、順位を 2001 年の 2 位（全体件数の約 25.6%）か

ら 2010 年では米国と同じ 3 位（全体件数の約 17.2%）に落とした。技術に関しては、論文の質についても

指標化しないと国際的な影響力は議論できないという意見もあるが、発表件数の推移は将来の表示機器産業

表 6.2.1.(2).1 ＳＩＤシンポジウム国別論文数 
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動向を予測する一つの指標と考える。この順位動向からも日本の表示機器分野でのプレゼンス低下が見て取

れるのではないだろうか。一方、韓国は、3 位（21.8%）から 1 位（25.6%）と順位・割合とも上げており、

台湾も、5 位（4.1%）から 2 位（20.5%）に順位・割合とも上げている。また、中国は、口頭発表は少ない

ものの、全体では、12 位（0.8%）から 5 位（3.8%）へと順位を大幅に上げている。 

 

 

Rank Institute Country
1 LG Display Korea 24.75
2 National Chiao Tung Univ. Taiwan 21.24
3 Samsung Mobile Display Korea 18.75
4 ITRI Taiwan 17.16
5 Samsung Electronics Korea 16.88
6 Sharp Japan 16.66
7 AU Optronics Taiwan 14.41
8 Chimei Innolux Taiwan 9.5
9 Hong Kong Univ. of Science and Tech Hong Kong 9

10 KAIST Korea 8.25
11 Seoul National Univ. Korea 7.5
12 Chunghwa Picture Tubes Taiwan 7.08
12 National Taiwan Univ. Taiwan 7.08
14 Univ. of Central Florida US 6
15 Sony Japan 5.33
16 Toshiba Japan 5
17 Kent State Univ. US 4.33

Sub Total 198.92
Total 496  

 

 

 

Rank Country Univ. Total %
1 Taiwan 42.46 101.75 41.73
2 Korea 32.58 127.16 25.62
3 US 26.9 85.24 31.56
4 China 15.5 19 81.58
5 Japan 12.5 85.24 14.66
6 Hong Kong 10 10.5 95.24  

 

次に、機関別の集計を表 6.2.1.(2).3 に示す。トップ 3 に韓国の LG Display と Samsung Mobile Display 

(SMD)が入っていることは容易に理解できるが、この集計では、2 位に台湾の NCTU（大学）が入っている。

日本でトップ 10 に入っているのはシャープ（6 位）のみであった。上位 17 機関の集計が約 200 件であるか

ら、今回の統計に用いたトータル数 496 件を考えると、この 17 機関が全体の 40%を占めている。大学の発

表件数について、表 6.2.1.(2).3 にまとめた。機関別集計で NCTU が 2 位に入っている台湾が全体でも大学

の発表件数としてはもっとも多く、また台湾の全発表件数の内、40%以上が大学であることがわかった。大

学の発表件数は、韓国、米国と続くが、日本は、大学の発表件数では 5 番目で日本の発表の内、大学が占め

る割合は、6 位までの中では一番低く、約 15%に止まった。 

表 6.2.1.(2).2 および表 6.2.1.(2).3 の集計結果から、2010 年シンポジウムの発表件数の上位 4 カ国につい

表 6.2.1.(2).2 SID シンポジウム 2010 機関別論文数 

表 6.2.1.(2).3 SID シンポジウム 2010 大学の割合 
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てまとめると、韓国は、LG や Samsung などの巨大企業が件数も多いが、大学・公的機関も 1/4 以上を占め

る。台湾は、AUO や Chimei-Innolux など合併により規模拡大をおこなった企業の件数が多い一方で、40%

以上を大学が占める。米国は、大学発スタートアップ企業が多いが、大学の割合は、30%程度となっている。

ただし、SID が米国開催であることは割り引いて考える必要がある。一方、日本は、大企業の発表がほとん

どを占め、大学の割合が、上位 4 カ国では、 も少なく約 15%である。もちろん発表できない内容や、研究

費を集めにくい分野もあろうし、学生の発表に対する考え方の差（質が低くても投稿している傾向がアジア

の一部大学ではあるようである）もあると思われるが、大学の一つの機能は、当該分野における次世代の研

究開発者・企業家を人材として育成することであるから、数字だけを見ると、これからもグローバル市場の

大きな伸びが期待される表示機器産業分野に日本の大学において若手研究開発者を送り込む力が他国と比較

し相対的に低下していることが懸念される。 

次に、2001 年、2009 年 10)、2010 年の SID シンポジウムから抽出した主なカテゴリの発表件数の変遷を

表 6.2.1.(2).4 に示す。本資料は、SID シンポジウムダイジェストを基にしている。（例えば LCD など成熟し

ている分野は、分類によっては細分化しすぎてしまうため今回は、例えば駆動技術等も LCD と分類した。）

2000年代初めに次世代ディスプレイの有力候補と言われていたFEDは、現在まで大規模な量産展開はなく、

CRT は、FPD の台頭によりその役割を終えたと考えられる。スマートフォンの普及によりタッチパネル技

術の件数が伸びている。また、電子書籍市場の発展に伴い電子ペーパー分野も拡大している。有機 EL ディ

スプレイ(OLED)は、件数の伸びが特に顕著である。次世代型の表示機器として何が主流となるかは、将来

出現するサービスやアプリケーションへの依存も大きいため単純に判断はできないが、これまでのところア

クティブマトリクス型 OLED が有力な候補であることがこの集計とシンポジウムの内容から伺える。 

 

 

Category 2001 2009 2010
LCD 92 153 119
PDP 29 20 26
OLED 18 86 93
e-Paper 5 19 26
FEDs 22 9 4
CRT 21
Projection 16 20 25
Touch Tech. 11 20
3D 18 55
Digital Signage 4
Green Tech. 21  

 

6.2.2 プロジェクタの技術動向と展開 

この項では、光機器分野と親和性の高いプロジェクタについて、次世代表示機器という視点から開発アイテ

ム・新規市場創出の可能性について調査をおこなったので報告する。 

(1) プロジェクタの市場規模 

従来型のプロジェクタ市場は、主に民生用であるビデオプロジェクタとビジネスプロジェクタのカテゴリに

分けて考えることができる。11) これらのカテゴリではこれまでのところほとんどが超高圧水銀(UHP)ラン

プを光源として使用している。グローバルな全てのカテゴリのプロジェクタ市場規模は、2008 年に約 608

表 6.2.1.(2).4 ＳＩＤシンポジウム主なカテゴリの変遷（発表件数） 
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万台、2009 年に約 632 万台であった 12)。近年、照明用途同様に水銀フリー化への要請や固体光源の小型化

の可能性、メンテナンスフリーで長寿命な特性などへの期待から LED 方式・レーザ方式の開発が注目され

ている。そのなかでも超小型のピコプロジェクタ（または、ポケットプロジェクタ）と呼ばれる新しいカテ

ゴリが急速に発展している。2010 年度（1-12 月）に出荷されるピコプロジェクタは、前年度の倍で LED 方

式を中心に 75 万台（出所：Pacific Media Associates による 13））に達するようである。2014 年には、2000

万台以上になるという予測もある。今後、ピコプロジェクタ市場は、技術開発・アプリケーション開発の進

捗に伴って大幅な伸びが期待される。また、ピコプロジェクタ技術は、ディスプレイとしては新規な固体光

源である RGB－LED さらには RGB レーザ光源の出現に支えられているため、今後の展開によって、プロ

ジェクション技術だけでなく次世代の表示機器システムやアプリケーション開発の基礎となる可能性があり、

動向に注目が必要である。 

 (2) ピコプロジェクタ技術の新しい展開 

一般的に新規表示機器は、デバイス技術だけでなく、その使用形態（use case）の提案が将来性を決めると

考えられている。キラーアプリケーションが開拓できればこれまでの市場とは全く異なる大きな新規市場創

出の可能性がある。例えば入力機能付加やウェアラブルディスプレイ（NED、HMD 等）さらに車載を想定

したヘッドアップディスプレイ（HUD）など従来型のプロジェクタと異なる新しい形態での応用開発が各企

業・研究機関により試みられている。14) 

(a) モバイルディスプレイ 

iPhone、Android 携帯といったスマートフォンのヒットによって、モバイルデバイス専用に開発されたタッ

チパネル付表示機器という分野が確立した。2010 年からは更に iPad を筆頭としたタブレット PC の出現に

より、使用形態・情報表示の内容・提供されるサービスが多様化・高度化しモバイルディスプレイの重要性

が更に増している。ピコプロジェクタは、小さく軽い本体に大きな表示という矛盾した要求を解決する一つ

の有力な方法と考えられる。これまで、アクセサリまたはコンパニオン型と呼ばれるスタンドアローン型ま

たはモバイル機器へ接続するタイプの LED 光源方式のピコプロジェクタが主流であったが、2010 年に入り

内蔵型（Embedded module）も製品化が始まった。さらにレーザ光源の応用も始まり、レーザ方式ではシ

ステム全体の光利用効率を高くすることができるため低消費電力化が可能である。現在のところレーザの入

手性やフォーカスフリーといった特徴を生かすこともありモバイル向けから市場形成が予想される。フロン

トプロジェクタでは、デバイスの出力に制約条件があり安全基準（JIS C6802-1:2005）として、これまでの

ところクラス 2 レーザ製品であることが必要である。一方、国内市場では、消費生活用製品安全法（消安法）

の規制により、超小型の携帯フロントプロジェクタを販売できなかったが 15)、2010 年 12 月の消安法改正に

より、ピコプロジェクタ販売が可能となる見込み（網膜走査型ディスプレイも同じく販売可能となる見込み）

で、国内でもレーザ方式ピコプロジェクタの 2011 年からの出荷が予想される。LED・レーザ方式で製品化

されている主な方式を表 6.2.2.(2).(a).1 に示す。白色 LED とカラーフィルタ付 LCOS との組み合わせ等も

あるが、現在主流の方式は、RGB-LED 光源と DLP または、LCOS とを組み合わせた方式と Microvision

社に代表されるレーザ光源と MEMS スキャナとを組み合わせた方式である。それぞれの特徴として、以下

の項目が挙げられる。 
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Light Source DLP LCOS MEMS 
RGB-LED ○ ○
Laser 　 ○ ○  

・LED+DLP16)：DLP を用いた Samsung 製 Projector Phone など、スマートフォン内蔵型（Embedded type）

としても、すでに製品化されている。DLP は、偏光依存性が無いため、LED 光源と相性が良い。DLP の供

給元である TI 社は CES2011 において、WXGA に対応するチップセットを発表した。17) 

・LED+LCOS：LCOS (Liquid Crystal on Silicon)方式は、複数メーカから供給されることや、バックプレ

ーン製作を CMOS ファンドリでおこなえるため、高解像度（例えば、Syndiant 社は、メディアプレイヤー

向けに 1024×600 を製品化している 18））・高機能（バックプレーンに付加的な IP を集積できる）でありなが

ら低価格化を期待できる。平面構造のため、設計・仕様変更が比較的容易におこなえ、製品ラインに拡がり

を持たせることができるなど優れた特長を持つ。一方、液晶の偏光依存性のため、LED と組み合わせる場合、

光利用効率向上のため偏光コンバータや偏光リサイクルシステムを搭載する必要がある。ピコプロジェクタ

用途では、DLP 方式と同様、小型・低コスト化のため単板方式が主流で、RGB の LED を用いたフィール

ドシーケンシャルカラー（FSC）方式が主に用いられる。 

・LD+MEMS scanner：Microvision 社製プロジェクタに使われている方式である。RGB の可視光レーザの

光を小型プリズムからなるコンバイナで合波したあと、MEMS ミラーを用いてラスタスキャンすることで

画像表示をおこなう。19) DLP や LCOS など面状の光変調器をイメージャとして使う方式では、一般に高解

像度化は、画素数の増加を意味する。 小画素サイズは、LCOS では液晶画素への横方向電界の影響低減と、

画素を駆動するトランジスタサイズから決まる限界があり（通常 小画素サイズは 5μm 角程度である）、画

素数増加に伴い画面サイズが大きくなる。光路に対して垂直に配置する構成の場合、モジュールの厚みは厚

くなる。MEMS 走査方式の場合、ミラーサイズは、機械的な共振周波数や使用するレーザと光学系とで決

まるガウスビームのビームウェスト径などの制約条件はあるが、ビーム走査型のため、高解像度化しても大

型化の必要はなく、モジュールを薄くできるという優れた特長を持つ。また、投射するガウスビームの拡が

り全角と MEMS の走査全角および解像度とを調整することで、フォーカスフリー投射が可能になる。例え

ば、球面などプロジェクタから距離が異なる曲面上にも、解像した画像の表示が可能となり、従来型プロジ

ェクタでは実現できない新たなアプリケーションへの展開が期待できる。また、スキャナと同期させ、投射

画像のスポットの明暗に応じてレーザ出力を制御する駆動方式のため、イメージャタイプと比較し低消費電

力化に有利な方式である。 

 

Classification MEMS LCOS
Class 1 1 lm 21 lm
Class 2 11 lm 280 lm  

 

・LD+LCOS：他方式に比較し現状ではコストが高くなるため、これまであまり用いられていない。しかし、

LED 光源の組み合わせで必要であった偏光リサイクル等の偏光対策が必要なくなるメリットもあり、さらに

例えば、IEC 60825-120)で示される Class 1 レーザと Class 2 レーザのクラスで考えた場合、所定の前提条件

（青：445 nm、緑：532 nm、赤：642 nm、MEMS 方式は、水平走査全角 0.8 rad、垂直走査全角 0.48 rad、

表 6.2.2.(2).(a).1 ピコプロジェクタの主な方式 

表 6.2.2.(2).(a).2 レーザのクラスとブライトネス例
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解像度は WVGA 850×480 を仮定。 LCOS 方式は、リフレッシュレート 360 Hz、投射光学系に拡散角 15

度の拡散板を入れること、D65 ホワイトバランスを仮定。詳細条件は文献 21）,22)を参照のこと。）によれ

ば、表 6.2.2.(2).(a).2 に示すように、標準的な MEMS 方式と比較し同じレーザのクラスでより高いブライト

ネスのピコプロジェクタを実現できる。また、LD を用いれば高 f ナンバーのレンズを投射光学系に用いる

ことができるため、LCOS 方式でもフォーカスフリー特性を実現することが可能である。23) LD システムの

出力向上と低価格化が進行すれば、これまでに無い高ブライトネス・高解像度の新しいカテゴリのピコプロ

ジェクタが実現する可能性があり発展が期待される。（なお、MEMS 方式も走査全角を大幅に拡大する、赤

の波長を短波長化するなどの手法でブライトネス改善は可能である。） 

・その他の方式：シングルモードファイバに RGB レーザを合波して、ホロー型ピエゾ素子で駆動される光

ファイバスキャナによりスパイラル状にイメージを構成する方式が試作されている。MEMS 方式と比較し

て、走査角度が大きく取れることが報告されている。また、光の出射部の直径が 1.1 mm と小さく光ファイ

バで導波できるので、設置場所を選ばないユビキタスプロジェクタやウェアラブルプロジェクションなど新

たな用途開拓が期待される。24) また、3 枚の RGB-OLED マイクロディスプレイとクロスプリズムを用いた

モバイルプロジェクタも提案されている。25) 自発光型のマイクロディスプレイでピコプロジェクタが実現で

きれば簡単な構造で部品点数も減るので今後に期待したい。 

 それぞれの方式に優れた特徴があるため技術進捗によって用途による棲み分けが進むであろう。 

(b) デジタルサイネージ 

デジタルサイネージは、LCD 方式、LED 方式、PDP 方式など、空港、駅や地下街など国内でも見かけるこ

とが多くなり注目されるアプリケーションの一つである。LED と DLP のシステムを用いたリアプロジェク

ションユニットを一つの単位として、タイル状に自由な平面形状に組み合わせられる新しいタイプのデジタ

ルサイネージ、パブリックディスプレイ向けシステムが Christie Digital Systems 社より製品化されている。

26) プロジェクタ技術の新たな応用として注目したい。デジタルサイネージの分野は、応用分野により仕様が

異なるバーティカルマーケット（一種のニッチ市場）と今のところ捉えられている。そのためユニークな仕

様（通常のディスプレイにはない 21:9 など）をアピールする戦略を例えば液晶ディスプレイ方式で AUO 社

などが取っている。27) プロジェクタ方式は基本的に画像サイズなどスケーラブルな表示が可能なこと、屋

外設置に耐える耐候性・メンテナンス性をスクリーンと光学エンジンとを分けることで構造上確保しやすい

ことから、LCD 等とは異なったニーズを掘り起こせる可能性がある。また、デジタルサイネージは、実験的

な試みもおこないながら進化している。例えば、広告に対する効果測定のため、利用法によってプライバシ

ー侵害に対する懸念はあるものの顔認証によって、利用者の年齢・性別などを取得できるシステム 28)も一部

設置が始まっている。また、例えばインテルは、モバイル機器向けスマート TV 向けと同様に Atom プロセ

ッサを内蔵したネットワークメディアプレイヤーをデジタルサイネージ用表示機器に搭載することで新規な

ネットワーク機器分野への浸透・市場拡大を図っている。多くの表示機器はネットワーク接続による制御が

おこなわれるため、今後、入力機能を搭載したデジタルサイネージが普及すれば、パブリックユビキタスデ

ィスプレイとして社会インフラにスマートフォンとは異なるネットワークへのインタフェースが標準設置さ

れることになり、現実社会と SNS (Social Network Service)に代表されるバーチャルなネットワーク社会と

の融合をさらに加速する可能性がある。 

(c) Ubi-プロジェクション、ウェアラブルプロジェクション 

仮想現実（VR）、拡張現実（AR）を応用したアプリケーション（セカイカメラ、Layar など）がスマートフ
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ォン向けに開発されている。ピコプロジェクションでは実際の対象物に表示を重ねられるというこれまでに

ない特徴を活用したアプリケーション開発が考えられ、応用開発が進展している。また、ウェアラブル・デ

ィスプレイやユーザインタフェースとして、手・腕や壁面に投影したバーチャルキーボードで情報入力をお

こなうなどの Ubi-プロジェクションやウェアラブルプロジェクションと呼ばれる利用も提案されている。29) 

6.2.3 プロジェクタからレーザディスプレイへ 

(1) テクノロジードライバとしての役割 

レーザ光源を用いたプロジェクタは、色純度が高く色再現性が広く、エタンデュが非常に小さくできること

から高効率で小型の光学系が実現できるという特徴がある。従来の光ディスク技術やカメラモジュール技術

との技術的親和性が高いため小型 LD 光源を用いたピコプロジェクタエンジンの開発が日本の多くの企業で

進められている。そのためこれまでのところ情報や技術が日本に集中しており、次世代ディスプレイとして

有望な様々なレーザディスプレイ技術への展開・発展が期待される。大型化の方向では、すでに、リアプロ

ジェクション方式で三菱電機が 75V 型のレーザディスプレイを製品化している。30)（レーザディスプレイ全

般については、別報告 12）・文献 11)参照）レーザプロジェクタが現実のものとなってきたのは、小型の緑色

レーザの開発が進んだためである、当初、ピコプロジェクタも SHG 方式で製品化が始まったが、直接発光

型の緑色半導体レーザ（LD）実現 31),32),33),34)というブレークスルーとその後の急速なコストパフォーマンス

向上により更に開発が加速されると考えられる。LD 光源を用いたプロジェクタは新規な技術であり、スペ

ックルノイズ 35)の低減など解決すべき課題も多いが、こういった課題を解決する過程で同時に多くの新規な

周辺技術も生む可能性を秘めている。 

これまでのところ高速通信を必要とする 大のアプリケーションはモバイルや TV 向けのビデオコンテン

ツである。36)  モバイル向けには 2010 年に入り、Mobile WiMax や LTE (Long Term Evolution)のサービ

スが開始された。米国では TV 放送業界や映画、スポーツなどのエンターテイメント産業の連携もあり、Full 

HD や 3D などの大容量コンテンツもクラウドサービスに取り込まれる傾向がある。そのためモバイル端末

を含めネットワーク接続型デバイスのさらなる高速化・高解像度化とネットワークの高速化は車の両輪のよ

うにお互いを牽引し発展していくであろう。 

通常、画面サイズを考えると、高解像度化と小型化は相反するが網膜走査型など NED (Near to Eye 

display)などのウェアラブルプロジェクタ方式では高出力光源は必要なく、搭載バッテリも小容量で良いた

め、高解像度化と超小型化は必ずしも矛盾しない。将来的には、モバイル機器でも Full HD を超えるコンテ

ンツを視聴するニーズが出てくる可能性もある。コンテンツの情報伝送量の増大に伴ってモバイル機器にも

Light Peak(インテル社)のような光配線が実装されることも考えられ、新たな表示機器とのインタフェース

や効率的なデータ伝送装置などプラットフォーム化動向に注意が必要である。 

日本は、先端の表示機器技術と光通信技術とを併せ持つのに加え、FTTH や高速無線通信インフラの使用

経験のあるユーザが多いという意味で、米国・韓国と並ぶ数少ない国の一つである。これら先行している経

験値の次世代技術への有効な展開が必要である。技術的に、LD の高出力化は時間を経れば達成されると予

想され、当初のピコプロジェクタ用途から次世代超低消費電力大型ディスプレイまで実現することが期待で

きる。ネットワークの技術動向も取り込み、レーザディスプレイ開発を日本型新規産業創出のモデルとして、

企業、産業、および政策レベルで連携・検討し、アカデミアとも協調した取り組みを考えたい。 

(2) ネットワーク環境と融合した発展 

Google の構築したビジネスモデル（広告のビジネスモデルで収益をあげる。広告の収益は、ネットワーク人
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口・ネットワーク端末の拡がりによって増加する。非常に幅広い開発アイテムは、開発アイテムで直接収益

を上げるのではなく、ネットワークを発展・進化させるために使われる。）により、例えば Android や Chrome 

OS が 37) 開発されている。結果として、ソフトウェアプラットフォームが統一され、コネクティビティとユ

ーザインタフェース（UI）が重視されるクラウドサービスは、同一カテゴリ（例えばスマートフォン）にお

けるハードウェアの差異化要因を小さくする。短い期間でモジュラ化が進み EMS での製造へ移行するため

ハードウェア価格の急速な下落を招く。このような外部環境において、今後は、継続的に多様なサービスを

生み出せるように質的に異なる技術を付加した新規 UI 端末を順次検討・プロトタイピングし IP 化・プラッ

トフォーム化することにハードウェアの開発リソースを割く必要があると考えられる。新興国を含むグロー

バルなユーザは低コストでのコネクティビティ向上を望んでいる。今後のネットワーク接続型表示機器シス

テムはこのハードウェアを低コスト化するため、可能な限りリコンフィギャラブル性を持たせることや（地

域・用途で異なる規格対応などをハード変更でなく、ソフトウェアによる切り替えで対応など）機能集積の

ため一部光通信分野で実用化が進められているエレクトロニクス・フォトニクス集積化（IP 開発に高度なす

りあわせが必要）技術をベースとしたシステム構築などが開発の方向性と考えられ、標準化戦略も同時に進

める必要がある。かつての液晶パネルのような技術的難易度が高く、参考になる前例がないアイテムでは、

当時の日本経済の好調さも手伝い、複数企業が同一分野に参入し競争原理によって、技術開発や市場開拓を

加速するという方法が機能した。しかし、今後は、複数企業が一極集中しないような、日本全体として重複

投資が生じない工夫も必要と考える。一方で特定の技術に開発リソースを集中し付加価値の高いニッチ分野

全体を押さえるという方法も積極的に検討する必要がある。例えばすでに、携帯端末用プロセッサとして有

名な ARM 社などが、モバイル向け CPU ファミリの IP コアに開発資源を集中しファブレス型で成功してい

る事例がある。 

(3) グリーンテクノロジから見た方向性 

FPD-TV は、 も年間消費電力を増やす家電製品の一つと考えられている。例えば、冷蔵庫の消費電力を

40W（365 日、24 時間で掛け算）とすると 350kWh/年間となる。一方、42 インチ LCD で、消費電力 100W

（365 日、4.5 時間/日で掛け算）とすると 164kWh/年間となる。米国では、TV の電力使用量が全電力使用

量の 1%以上になっていると言われている。38) グローバルに急速に FPD-TV が普及するとエネルギー問題

としても無視できないため、TV の低消費電力化は、各社が取り組んでいる課題であるが、大幅な改善には

ブレークスルーが必要である。日本でも消費電力を削減する取り組みとして例えば、次世代大型有機 EL デ

ィスプレイ（OLED）を開発するグリーン IT プロジェクトが、2010 年代後半に 40 インチ 40W 以下のパネ

ルを量産化という目標で進められている。39)  
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図 6.2.1.(2).4に 2010年 9月に都内家電量販店等で販売されているFPDの主な機種を参考に画面サイズと

本体重量とをプロット（本体のみ）した。FPD の薄型化は長所であるが重量をみると例えば 50 インチクラ

スでは 25ｋg 以上となる。重量増は、設置や移動に負担となるだけでなく、資源の大量使用を招く。 

レーザディスプレイは、同程度のスクリーンサイズで比較すれば更に数分の一の低消費電力化の可能性が

あり、大幅な軽量化とともに使用部材の削減が達成できる可能性があり次世代大型表示機器の一つとしてグ

リーンテクノロジの視点からも開発を進めることが期待される。 

 

6.2.4 おわりに 

 今日、表示機器は搭載される ICT 機器と一体で発展・進化する。そのため、ICT 機器やサービスのトレン

ドにより必要とされる表示機器への要求仕様が変化するため将来予測は難しい。しかし、Mobile WiMax や

LTE に代表される高速モバイル無線通信網のグローバルレベルでの整備や、国境を越えたクラウドサービス

や SNS の発展により、モバイルやユビキタスデバイスが主導する各アプリケーションに応じた表示機器の

エコシステムの速く大きな変化が今後も起こり続けることは間違いない。一般的に言って、新技術のすばや

い展開が可能な産業構造の構築、専門技術に特化し新規ニッチ市場に適合した専門型企業の創出、同一大型

開発アイテムに対する重複投資防止などの表示機器産業界のグローバル対応の必要性に加え、世界 速で進

行する高齢化社会・人口減少への対応等々国内の構造的な課題もあり、産官学全体でなければ解決策を見出

せない点も多いと考える。そのため日本における新産業創出はこれまで以上に戦略的に進める必要があると

考えられる。 

 例えば、2010 年後半になりスマートフォンの急速な発展により、モバイル向け LCD パネルや超小型コン

デンサ・フィルタ部品などを製造する国内メーカの受注回復が著しいことが報道されているが 40)、一度、電

子機器の機能・システムが固まってしまうと、伸びる分野に集中投資し低コスト化を得意とする東アジア企

業に部品シェアは奪われることが予想される。そのため、日本では、更に次世代を見据えた高機能集積化部

図 6.2.1.(2).4 市販 FPD の画面サイズと本体重量との関係（2010 年 9 月調査） 
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品・IP の開発、新規な機能をデバイスに付加するような新規技術やアプリケーション開発に開発資源を振り

分ける必要がある。この新技術開発の過程で必要になるのは、技術開発だけでなく、開発技術をタイムリー

に収益化できる仕組みを構築し、継続的な事業の進化・発展システムを実現することである。現在のグロー

バル市場においては、開発パートナーや見込み顧客とのコミュニケーションを各国事情に合わせて取ること

が 重要である。しかし、技術開発指向の企業（特に国内の特徴的技術を有する中小企業）・機関では、当該

企業にとって新規な他国企業・機関へ直接技術や製品を売り込むことに対するノウハウや人的リソースの確

保が思うように進まないことも多いと考えられる。そのため、官や企業アライアンスにより基盤技術を流出

させずに日本技術の成果物を海外へ売り込む人的支援を含めた仕組みの構築を今まで以上に専門性を重視し

強化する必要性を指摘したい。また、売り込みの際、例えば通信分野や表示機器分野のように日本には先進

他国と比較しても広い分野でハイテク産業が存在するため、異分野からのシナジー効果を発揮できる企業や

組織アライアンスを積極的に構築できるような仕組み創りも同時に必要と考える。 

 次に、技術的視点からは、他の機関との協業を含めたコンカレント開発手法が増え、見かけ上、市場に投

入される新規技術の開発サイクルは短縮されるように見えているが、一方で、大きなブレークスルーを生む

技術開発には、時間がかかることを再確認したい。「十年単位での開発は米国企業では難しいが韓国・台湾

企業は開発に時間の掛かる高度で困難な技術開発に取り組み OLED などの次世代技術をつぎつぎ創造して

いることは賞賛に値する。」（J. Colegrove）41)こういった評価は表示機器分野において、かつて、液晶デ

ィスプレイや PDP 技術開発を牽引してきた日本企業に向けられていたのではないかと考える。今日、大型

OLED など次世代表示機器開発・産業化の主導的役割は残念ながら韓国・台湾企業に移り始めている。こう

いった、次世代を担うパラダイムシフトを誘発するような負荷の大きい新規技術の開発は、現在の日本にお

いても国家予算による大型プロジェクトでこれまでも進められてきているが、複数企業の技術者による開発

の場合、各社の IP や技術ノウハウの問題が必ず付きまとい完全な協力体制を構築できる環境を造ることが

困難である。韓国や台湾、中国では国家主導により当該産業分野の大企業数のコントロールや事業分野の振

り分けが事実上行われているようであるが、大型プロジェクトやその成果を有効に活用するために、日本型

の共同開発モデル、協業モデルの研究が更に望まれる。 

 後に、新興・進展国とは異なる視点からの研究開発やビジネスに向けた開発方向を主導する責任が日本

にはあり、日本発で表示機器開発の方向性を打ち出していく必要もあろう。例えば、日本を筆頭に中国など

グローバルに今後進行すると考えられる超高齢化社会に向けた高齢者の視覚・聴覚・感覚の補助機能を持っ

たインフラ含めたユーザ・インタフェース（UI）システム構築、各国でも取り組みが始まっている製造およ

び使用時のエネルギー・原料消費を極限まで抑えた上での超高効率・低消費電力のユビキタス UI に適合し

たネットワークシステム構築、VR や AR などを悪用されないような倫理面での UI 利用ルールの検討などが

いくつかの例として挙げられる。 

 企業等の収益が、新規開発技術そのものの価値よりも例えば効率的なサプライチェインの組み方や、標準

化など政策的・戦略的に構築されたビジネスモデルやエコシステムによって決まってしまうグローバル市場

であることから今後、日本にあった標準化や知財戦略を有効活用したビジネスモデル（収益化のための枠組

み）を企業レベルだけでなく国レベルでも検討し、対応する必要があることが指摘されている。42) 一方で

ビジネスモデルを構築できるのは、基となる優れた技術の選択肢があればこそであり、新規技術開発に消極

的になることなく、日本の潜在技術を枯渇させない取り組みを考えていきたい。 

（井出昌史） 
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第７章 照明・集光光学系 

 
 光学機器での物体（試料）の照明、室内照明・車の前照灯・野菜工場などで用いられる直接的な照明など、

様々な場面で照明光学系が使われている。また、太陽光を利用した発電や太陽電池などでは集光光学系が重

要な役割を果たしている。照明光学系・集光光学系は結像光学系に比べて設計製造が容易な光学系と思われ

がちであるが、そのようなことはない。結像光学系ではいわゆる収差を小さくすれば良いので、レンズ設計

の困難さはあるにしても、設計の目標・手順・指標などは明確である。設計および製造における評価手法は

ほぼ確立している。これにたいし、照明・集光光学系では仕様は明確であるが、それを達成するための設計

製造の評価手法が必ずしも確立はしていない。評価手法は光学会社のノウハウに依存している面が多いが、

今後は学術的にもっと議論されていく必要があると思う。 

カメラレンズ、顕微鏡対物レンズ、半導体露光装置、プロジェクターなど、多くの光学機器において、そ

の性能を達成するための主体は結像光学系とみられているが、カメラレンズを除くと、照明光学系が果たす

役割は非常に大きく、結像光学系と同じようにあるいはそれ以上に重要である。新奇な照明光学系の開発の

ポイントは、光学設計とキーとなるデバイスの開発である。 近ではキーとなるデバイスはマイクロレンズ

や MEMS のような非常に小型のものであり、内視鏡などでは極細ファイバーの高速振動を利用した照明光

学系が開発され、小型化に貢献している。このあたりの発想や製造技術において、日本は必ずしも十分な技

術的優位にあるとはいえない。 

環境エネルギー問題の一環として、太陽光の有効利用が望まれており、太陽光発電、太陽電池、さらには

太陽光直接利用照明光学系などに用いる集光光学系の開発研究が重要になっている。 近では、室内照明機

器の研究開発が盛んであり、純粋にあるいは直接的に照明光学系の果たす重要性が増している。 

 ここでは、7.１「結像系の照明光学系」、7.2「LED 集光光学系」、7.3「太陽光発電用集光光学系」の 3 つの分野につ

いて議論する。なお、7.1 節の中で、照明・集光光学系を考察する上で必要な、光学の基本概念についても触れる。 

（渋谷 眞人） 

7.1 結像系の照明光学系 

 

7.1.1 結像系の照明光学系の基本 

(1) 照度の一様性、高照度（輝度）、空間的コヒーレンスの一様性 

 結像系の照明光学系の代表は顕微鏡の照明系である。非常に歴史が長く、19 世紀にすでに臨界照明、ケー

ラー照明の研究が始まっている。図 7.1.1.(1).1 に照明光学系の基本構成を示す。図(a)は臨界照明であり、(b)

はケーラー照明である。臨界照明では照明光学系（コンデンサーレンズ）によって光源（例えばフィラメン

ト）の像を物体（試料）上につくるので、光源の場所斑（ムラ）がそのまま物体の照明斑になってしまう。

これを解消したものがケーラー照明であり、端的には照明光学系の前側焦点に光源が置かれ、後側焦点に物

体が置かれる（光源像が結像レンズの瞳位置につくられると定義する方が適切である。）。 
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7.1.1.(1).1 臨界照明とケーラー照明 

 

 次に照明系に要求されるのは、照度（物体面の単位面積あたりに単位時間あたりに入射する光量）である。

光源の輝度（光源の単位面積から、単位放射立体角に、単位時間に出ていく光量）を B とすると、照度 E は 

      E＝πB・NA２                       （１） 

と表される。ここで、NA は被照射面（物体面）での照明系がなす開口数であり、この式は臨界照明、ケー

ラー照明に関わらず成立する。NA は物体面がある空間の屈折率をｎとし、照明系からの光線の光軸に対す

る傾きをθ（図 7.2.1.(1).1 の中にも示されている）とすると 

      NA=ｎ・sin               （２） 

と表される。sinは１を超えることはできないので、NA を大きくすることには限界がある。詳細な説明は

省くが、輝度は光学系を通して基本的に（反射や吸収散乱の損失がなければ）不変である。それゆえ、（１）

式から分かるように、輝度の低い光源をいくら集めても、それを上手く利用することはできないのである。

そこで、光源の輝度Bを大きくしなければならないことになる。これが高輝度光源が要求される理由である。

輝度不変の法則は、結像光学系における照明系だけでなく、LED 照明や太陽光集光光学系の開発にあたって

も十分に理解しておかなければならない事項である。また、臨界照明の方が照度を上げることができるよう

な記載を見かけるが、（１）式から分かるように、臨界照明が有利であるということは、原理的にはない。 

 3 つ目に要求されるのは、空間的コヒーレンスの一様性である。詳細は省くが、空間的コヒーレンスは、

照明系が物体面に対してなす開口数 NA できまる。それゆえ、像面上で NA が一様であれば、空間的コヒー

レンスが一様となる。 

(2) 照度一様性の向上 

光源の輝度 B が光源面上の場所や出て行く方向に関わらず一様であれば、（１）式から分かるように、開

口数 NA を物体面上で一様にすることは、照度が一様になる。しかし、光源の輝度は必ずしも一様ではない

ので、半導体露光装置（方式によってステッパー、アライナー、スキャナーなどの呼称がある）の照明系の

ように一様性が厳しい（１％以下）場合には、光源の輝度が一様になるような工夫が必要となる。それが例

えばフライアイレンズというものである。図 7.1.1.(2).1 に基本的な構成図を示す。 

 

 

 

光源 光源
照明系

照明系

物体 物体
対物レンズ

対物レンズ

像 像

(a)臨界照明 (b)ケーラー照明
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7.1.1.(2).1 フライアイ照明系 

 

光源からの輝度がその方向によって異なっていても、フライアイの出口面に作られる 2 次光源は、元の光

源からの特定の狭い方向の光によって結像した光源なので、輝度は一様である。この為、フライアイ一つ一

つの出口にできた光源は輝度が一様な光源である。フライアイごとに輝度は異なるが、光源の場所むらはケ

ーラー照明で解消できるので、この 2 次光源全体で物体を照明することで、照度と空間的コヒーレンスの一

様な照明を達成することができる。詳細は省くが、このときのフライアイ出口面と物体面の間にある光学系

は、fsinレンズとかフーリエ変換レンズと呼ばれるものである[1]。 

なほ、厳密には、単純なフライアイレンズが正弦条件を満足しないために、フライアイ出口面の光源から

の実効輝度（出口面平均の輝度）は方向性を持つことになる。これを解消するために、実際には細かな工夫

がなされている。（ 

プロジェクター用照明光学系ではステッパー光学系ほどには照度の均一性が要求されているわけではな

いが、フライアイ照明系が使われている。（ 

7.1.2 照明光学系の実際 

 照明光学系は様々な結像光学機器で重要な役割を果たしている。顕微鏡の照明系は殆ど完成されてはいる

が、 近では LED照明が使われるようになってきた。またプロジェクター照明系では、特に光の利用効率向

上を図るように工夫がなされている。本節では、 先端光学装置である半導体露光装置と、今後装置の改良

が進むであろう内視鏡の照明光学系について議論する。 

(1) 半導体露光装置の照明光学系 

半導体露光装置では、照度と空間的コヒーレンスの一様性が厳しく要求されるために、図 7.2.1.(2).1 で

示したフライアイ光学系あるいはロッドインテグレーター（ガラスの長い角柱であり、その中を光が反射し

ながら伝わることで、角柱の出口面での照度均一性を達成する）が使われる。 

半導体の微細化を推し進めるために、フライアイ出口面の光源（2 次光源）の輝度分布を円形ではなく、

図 7.1.2(1).1 に示すような輪帯状や４極にする方法が使われてきた。これらは日本の発明であり、装置化に

おいても世界の先頭を切っていた。 

 

f ff

f1

f2nf1

f1

f2f2

マスク
光源

フライアイ 2次光源
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7.1.2.(1).1 輪帯照明と 4極照明 

 

半導体はムーアの法則に従って微細化が進む一方で、投影光学系の基本的な解像力そのものの向上は鈍く

なってきており、 近は投影光学系の結像性能を 大限に生かすことが要求され、そのために、2 次光源の

輝度分布も、より正確にあるいは複雑な形状の値に調整できることが必要となってきた。そのために、フラ

イアイの前に、フライアイに入射する光量分布を調整するための機構が必要となっている。また、2 次光源

分布を細かく調整するためには、フライアイの各エレメントが微細になることが要求されている。これらを

図 7.1.2.(1).2 に模式的に示す。ここではフライアイ入射光量分布を調整するものを第１インテグレーター、

マスク（一般に、等倍結像のときマスク、縮小結像のときレチクルと呼ぶ）を照明する微細化したフライア

イを第２インテグレーターと呼ぶことにする。 

 （宗像朝歌） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.(1).2 第１インテグレーターと第２インテグレーター 

 

投影レンズ瞳

輪帯照明 ４極照明
 

マスク

コンデンサー
レンズ

第２インテグレーター第１インテグレーター

リレー
レンズ

光源
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(a) 第１インテグレーター 

 第１インテグレーターの具体的な素子として、フライアイ、DOE、微細なプリズムの集合素子、さらには

近では DMDなどが用いられている。DOE（Diffractive Optical Elements）は微細な凹凸のある透過部材で

あり、適切な波面収差を与えることで、その回折の結果、第２インテグレーター入射面上に所望の光量分布

を作るものである。微細なプリズムの集合素子では各微細プリズムが光線の方向を適切に変え、その結果と

して第２インテグレーター入射面上に所望の光量分布を作ることができる。DOE や微細なプリズムでは、分

布を変更するためには、DOEや微細なプリズム自体を別のものに交換する必要がある。そこで、 近は、DMD

（Digital Mirror Device）と呼ばれる、向きが自由に変えられるたくさんの細かなミラーが、平面上に並ん

だ素子が提案されている[2]。図 7.2.2.(1).3 に DMD による第１インテグレーターの模式図を示す。DMD では

各微細ミラーの向きが自由に変えられるので、交換の必要がないだけでなく、自在な分布を作る事ができ、

投影レンズの結像性能を極限まで引き出せることになる。なほ、第１インテグレーターとして DOEや微細プ

リズムを用いるときも含めて、ズーム光学系や稼動アキシコンレンズを、第１インテグレーターと第２イン

テグレーターの間に配置することで、分布全体を相似変換したり変形したりできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.(1).3 DMD による第１インテグレーターの模式図 

 

(b) 第 2 インテグレーター 

2 次光源分布を細かく調整するためには、第２インテグレーターとしてのフライアイの各エレメントが微

細になることが要求される。例えば 2 次光源の大きさが 100mmφとし、１％の精度で瞳形状を設定したいと

すると、単純に 100ｘ100 個の分割が必要と見積もられる。一つの分割は 1mm程度の大きさとなる。実際には

さらに余裕を見るため、数 100m 程度が必要となる。193nm の ArF エキシマレーザー光を用いるときには、

透過材料としては石英しか候補がない。石英は融点が高く金型加工は困難であり、リソグラフィーによるエ

ッチングか機械的な加工に絞られるであろう。ここで、照明ムラ１％以下が少なくとも要求されるので、面

精度は非常に厳しくなる。あるいは反射部材を用いることも考えられ、その場合には、レプリカ法も考えら

れるであろうが、反射損失が増えることになる。波長 13.5nm の EUVL（ Extreme Ultra Violet Lithography ）

では反射型しか考えられない。 

 

DMD

(第１インテグレーター）

第２インテグレーター
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(2) 内視鏡の照明系 

内視鏡は細くなることがもっとも望まれている。これを達成する全く新しい方法が開発されている。図

7.1.2.(2).1 に模式的に示すように 1mmφ位の管の中に、微細なファイバーが設けられ、それを振動させて、

ファイバーからの射出光（照明光）を物体上で走査させるものである。その反射散乱光を検出器で拾い、画

像を取得することになる[3]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.(2).1 内視鏡の照明系 

  

7.1.3 照明光学系開発における課題 

 実際の照明系の開発を大まかに考えると、基本設計（コンセプト設計）、光学設計（シミュレーション）、

試作、評価の順に行なわれる。真に新しい開発を行なうためには、基本設計において、どのような素子が使

えるのか、あるいはどのような素子を新たに開発するのかということまで遡って考える必要がある。また、

詳細な設計をし、光学素子にどのような性能を要求するかを決めるには、正確なシミュレーションが必要で

あり、シミュレーションソフトの開発も重要である。 

半導体露光装置における変形照明のように、日本が先頭を切って開発したものもあるが、7.2.2 節に述べ

た 近の照明光学系の実際をみると、日本はどちらも少し遅れている印象が否めないと思う。光学原理に基

づく発想では負けていないが、メカ的な特にマイクロメカと光学の協働開発はあまり得意ではないように見

える。また、実際に使われている汎用設計ソフトは、殆どが海外製、特に米国製である。照明光学系のシミ

ュレーション技術、微細加工、マイクロメカニズムの課題について考えてみる。 

(1) シミュレーション 

(a) 課題 

光学設計、照明解析、光リソグラフィーに関する市販の汎用シミュレーションソフトは殆どが米国製で、

一部欧州の製品があるが、日本のソフトは殆ど見当たらない。多くの企業では、社内専用ソフトが開発され

て実際に使われていると思われるが、海外製汎用ソフトの役割は非常に大きいものと思われる。 

ソフトウエアーの原理的な中味が分からなくて開発できないということではない。むしろ原理的な点につ

いては、日本によって正しい指摘がされることもある。半導体露光装置の照明系解析でインテルと共同で議

1mmφ

光

ピエゾ駆動素子 振動シングルモードファイバー
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論したときに、米国の文献を元に話が持ち込まれたが、その文献は基本的な物理法則といえる輝度不変の法

則を正しく解釈していなかった。誤りを指摘した上で、半導体露光装置の正しい評価手法が提案した[4,5]。 

それでは、何が原因で市販汎用ソフト開発が負けているのであろうか。これは光学設計ソフトに限ること

ではなく、あらゆる産業で見られる現象である。日経エレクトロニクス 2010 年 9月 20日号[6]に、MITによ

る分析が掲載されていた。「日本は全般にソフト開発に後れを取っているがその原因はよく分からない」とい

うことであった。ただし、一つの仮説として、「日本ではバグのない完全なソフトを目指すことに力を注ぐた

めに、創造性やイノベーションに欠けてしまうのではないか」というようなことが書かれてあった。 

現状を日米で比較してみると、日本では大手企業内での開発が主であるが、米国の市販ソフト（例えば光

学設計ソフト Code-V や ZEMAX、照明評価プログラム Light-Tools、光リソグラフィーシミュレーションソフ

ト Prolith）は、小さな企業、ベンチャー企業によるものである。私もプログラムの開発を少しは手がけた

ことがあるが、ソフトは人的にも時間的にも集中的に開発しないと、開発が間に合わないと思う。大企業で

はそのような人材の活用はなかなか難しいのではないだろうか。金銭的にも、少ない人材に多くの給与を与

える方が、多くの人材にお金をばら撒くより、はるかに効率よく開発できるように思われるが、日本の大企

業でこの様な事をするのは難しい。 

プログラム開発における、仕事の分業が 適化されていないということもあるのではないだろうか。全体

の仕様構成を考える、全体のプログラム構成を考える、アルゴリズムを考える、実際にコーディングする、

というように明確な分業化がなされているのであろうか。また、インド人などの海外の人材の活用が十分に

なされているのであろうか。あるいは、全体仕様を考える人に十分な権限と資金が与えられていないという

ことなのかもしれない。 

(b)解決策 

真の原因は必ずしもはっきりしないが、ベンチャー企業の支援、ソフト開発の子会社化などは効果をもた

らすと考えられる。通常子会社化というと人件費を下げるような面が日本では多いが、そうではなく、優秀

な人材を集中的に投資して、儲けを社員に十分に還元させることができる子会社を作るのである。 

ゲームソフト開発は日本は得意であるのであるから、その辺りからノウハウを学ぶこともできるかもしれ

ない。ただし、 近は、ゲームのハードは日本がまだ支配しているが、中味のソフトは外国勢が台頭してい

ると聞いている。 

(2) マイクロメカニズム 

(a)課題 

2 次光源形状の複雑化に伴い、第 1 インテグレーター第２インテグレーターとも微細化が必要になって

いる。とくに第２インテグレーターに入る光量分布を自在に変調できると、投影レンズの結像性能を極限ま

で引き出せることになる。このため DMD が使われるようになってきた。このようないわゆる MEMS といわ

れる素子の積極的な応用は、マスクレスリソグラフィー（いわゆるマスクの代わりに DMD によって光の反

射の on-off を行う）においてもそうであったが、欧米の方が進取の気に富んでいるように見受けられる。日

本でも企業や大学において MEMS の開発は進んでいるが、その応用展開が十分に進んでいないように、少

なくとも照明光学系においては遅れているように思われる。 

すでに述べたように、フライアイ出口面の光源（2 次光源）の輝度分布を円形ではなく、輪帯状や４極

にする方法は日本の発明であり、装置化においても世界の先頭を切っていた。しかし、マイクロメカニズム

である MEMS の積極的な利用という点では後れを取っている。 
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なぜなのだろうか、マイクロメカニズムの現状なり可能性について、精密機械設計者も光学設計者も十

分に眼が行っていないということは言えるであろう。オプトメカトロニクスという言葉は日本でも使われる

が、オプトメカトロニクスという学問は日本には根付いていないのではないだろうか。光学部品の押さえ方

が主ではあるが「Opto-Mechanical Systems Design」[7]という教科書が米国にはある。日本では光学会社

のノウハウとしては蓄積されているであろうが、学問としての共有化はなされていないと思われる。それゆ

え、設計者が幅広い視野を持つ機会が少ないのかもしれない。 

内視鏡では、ファイバーの向きをピエゾ素子によって駆動するという、斬新なアイデアがアメリカの大

学から発信されている。日本でこのような新奇な手法が生まれなかったのはなぜだろうか、マイクロメカニ

ズムという分野そのものが、日本の大学では十分に発達していないのかもしれない。 

(b)解決策 

 照明系の設計者（光学設計者、機械設計者）が幅広い視野をもつことと、マイクロメカニズム自体の開発

を進めることが重要であると考える。このためには大学でのオプトメカニカル技術、マイクロメカニズム技

術の充実が必要であろう。 

 現在の大学の研究分野は、大学があるいは教員が自主的に決めているのが主である。このようなボトムア

ップ的な研究の遂行により、得意な分野が進展していくことは、日本の技術開発にとって良いことである。

しかし、一方で産業が必要としている学問分野は、トップダウン的に充実させる必要があると考えられる。

米国ではオプトメカという分野が明確に存在している。アリゾナ大学やロチェスター大学などでは、産業に

直結するような光学分野の様々な研究がなされている。光学は防衛産業にも関連しているので、支援を受け

やすいという面もあるのかもしれないが、いずれにしても、日本でも産業で必要な分野の研究を大学で継続

するような動きが必要である。そのためには、文科省と経産省とがもっと綿密に協力して、大学の教育研究

開発を発展させるのが良いのではないだろうか。宇宙や素粒子、物性物理学などの純粋なサイエンスに関す

る領域はすべて文科省の管轄で良いと思うが、古典的な光学・機械工学から新規な 3 次元ディスプレーやマ

イクロメカニズムなどの産業に直結する技術については、経産省が責任を持つような体制が良いのではない

だろうか。また、教育内容については文科省が管轄するにしても、経産省の意見を十分に取り入れるような

仕組みが必要ではないだろうか。中教審には経産省のメンバーを入れるのも良いのではないだろうか。 

 綿密な解析や設計のできる技術者だけでなく、マイクロメカニズムの様な新奇技術に対して進取の気に富

む設計者など、さまざまな特徴をもった設計者や技術者を、大学でも企業でも育て、そのような人材を高く

評価することが望まれていると思われる。 

（渋谷眞人） 
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7.2 一般照明における LED 光学系 

 

LED は、白熱電球、蛍光ランプ、HID ランプに続く第４の光源と位置づけられ、従来光源の代替として

急速に一般照明市場に普及している。東芝ライテック㈱は、CO2排出量の削減に貢献するため、東芝発祥事

業の一つであり 120 年間にわたり継続してきた一般白熱電球の製造を 2010 年 3 月に中止したとの報道発表

を行った。白色 LED の効率は白熱電球やハロゲン電球を越えて、蛍光ランプや HID ランプと同等レベルに

達しており、白熱電球や電球形蛍光ランプに置き換えるための LED 電球・LED ユニットや従来光源を用い

た器具に置き換えるための種々の LED 照明器具が発売されている。 

本節では、現在急速に普及が広がっている LED 電球・LED ユニットと、蛍光ランプや HID ランプを使

用した照明器具に置き換えるための LED 照明器具について、製品コンセプトと光学設計の考え方をまとめ

た。 

 

7.2.1 白色 LED について 

(1) LED の特徴 

LED は、省エネルギー光源のイメージが強いが、表 7.3.1.1 に示すように、従来の光源とは異なる様々な

特徴がある。これらの特徴を活かすことで、多様な分野での応用が展開している。 

 

表 7.2.1.1 照明用光源としての LED の特徴 

(1)長寿命 
(2)小形・軽量 
(3)点光源 
(4)多様な光色 
(5)点滅性能が優れる 
(6)割れない 
(7)可視光以外の放射がわずか 

 

照明用として 初に LED が使われたのは、小電力で長時間点灯するような常夜灯や足元灯といったニッ

チ領域であった。LED の性能が向上するに従い、LED 電球やスポットライト、および小形のダウンライト

のような部分照明の領域に利用されるようになり、現在では、大光量が求められる屋外や屋内の全般照明に

展開が進んでいる。 

 

(2) LED の発光原理と構造 

LED とは、Light Emitting Diode の頭文字をとった、電流を流すと光を発生する半導体素子（ダイオー

ド）である。発光原理は、LED に電流を流すと、ホール（＋の性質をもつ）と電子（－の性質をもつ）が半

導体結晶中を移動していき、p-n 接合部においてが電子とホールが出会って結合する（この現象を再結合と

いう）ときに、電気エネルギーを直接光エネルギーに変換して発光するものである。発光波長νは、再結合

エネルギーE に対応しており、次の関係式で表すことができる。 

E＝hν  （ここでｈはプランク定数） 

発光波長は、半導体材料の選択や構造設計により決定されるが、紫外から赤外の領域までの製品が工業化
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されている。 

LED は，トランジスタや IC 等と同様の電子部品であり，通常はプリント基板などに実装されて照明器具

に組み込まれる。LED の形態を実装面から以下のように分類することができる。 

 (1)リード部品形（砲弾形） 

 (2)面実装部品形（SMD） 

 (3)パワー部品形（パワーLED） 

リード部品形は，プリント基板の部品挿入穴に LED のリード線を通してはんだ付けを行う比較的初期の

実装形態のタイプである。LED 素子のパッケージ自体にレンズ効果を持たせることができ，その特徴的な形

状から砲弾形と呼ばれる場合も多い。面実装形は，プリント基板に部品挿入穴を設けずに導電パターンに直

接はんだ付けして実装するタイプである。一般照明用として LED を利用する場合は，表示用に比べ大光量

が必要であるが，光量の増加に伴い LED から発生する熱量も増加する。放熱のために放熱器に取り付けて

使うことができる構造となっている LED 素子がパワー部品形である。パワーLED とも呼ばれる。 

 

(3) 白色 LED の方式 

LED の発光色は、半導体設計によって決まる単一の波に集中したスペクトルであるが、一般照明用の光源

としては白色光が必要である。これは複数の光色の光を混合して作ることができる。一般に用いられる白色

化の方式は以下の３種類である。 

(a) 青色発光 LED＋緑色発光 LED＋赤色発光 LED 

(b) 近紫外 or 紫色発光 LED＋赤・緑・青発光蛍光体 

(c) 青色発光 LED＋黄色発光蛍光体 

 

図 7.2.1.1 白色 LED の方式 

 

(a)の方式は、3 色の LED チップから放射される光を混合して白色光を作るものである。見た目には白色

(a) 

(b) 

(c) 
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光が得られても、スペクトルでみたとき放射エネルギーの無い波長域があるので、照明として用いたときに

物の色の見え方が不自然になることもある。一般には、品物を照らす照明ではなく、光を直接見せるディス

プレーなどに用いられている。 

(b)の方式は、3 波長形蛍光ランプと同じ原理であり、青色より波長の短い LED 光源を用い、赤・緑・青

発光の蛍光体を励起させるものである。一般に、LED の発光波長は、温度や電流に依存して変化し、蛍光体

の塗り方による製造バラツキにより白色光の色合いも変化する。この方式では、LED の発光波長が変化して

も、蛍光体による発光のバランスは変化しにくいので、色のバラツキを小さく管理できる特長がある。 

(c)の方式は、青色発光の LED と、青色光で励起されその補色に当たる黄色を発光する蛍光体とを組み合

わせたものである。現状では、効率が(a)や(b)の方式より優れており、 も普及している。演色性は、平均演

色評価数で 70 程度である。 近ではこの方式に赤色や青緑の蛍光体成分を補い、演色性の高い製品を作る

技術も開発されている。（間違いでなければ、このように明記した方が、読みやすいと思います） 

 

(4) 白色 LED の性能指標 

照明用の光源を評価するうえで も重要な指標が効率である。光源の効率は光源への投入電力1ワット(W)

あたり得られる光束（光量）をルーメンという単位で測った数値ルーメン／ワット(lm/W)で表す。理論的な

効率の限界値は、全くロスなく、人間の目の も感度が良い555(nm)の波長の光に変換した場合の683(lm/W)

という値である。照明用光源は単色光ではなく、多くのスペクトルを含んだ白色光が必要なので、理論限界

は 300(lm/W)程度の値である。 

 実際に使われている白色 LED の効率を示す資料として図 7.2.1.2 の、LED 照明推進協議会が 2008 年に発

表した効率のロードマップがある。2011 年現在 100(lm/W)を超え、2015 年には 150(lm/W)に到達する見込

みを示している。 

研究開発は着実に進行しており、小形の素子では 150(lm/W)の製品が発表されている。また、1 個の素子

から100(lm)以上の光束が得られるパワーLEDにおいても100(lm/W)クラスの製品が市場に流通するように

なり、ロードマップは現実のものとなっている。効率が優れた光源として屋内照明用に広く使われる高周波

点灯専用蛍光ランプの効率が 110(lm/W)であるから、LED 照明は蛍光ランプの効率を追い越すことが確実と

みられている。 

 

図 7.2.1.2 発光効率のロードマップ 
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7.2.2 LED 電球・LED ユニット 

LED 製品は光源の寿命が長いため、光源の交換が不要であることが利点の一つであるが、住宅向けとして

は光源の交換ができるほうが好まれる。LED 電球・LED ユニットは従来光源で使用している口金付きの製

品であり、工事不要で従来光源と交換が可能で、一般家庭から商業施設まで幅広い分野で使用できる。白熱

電球は発光効率が 15lm/W と低いため、LED 電球に置き換えることにより消費電力を 1/7 程度と大幅に低減

できるほか、20～40 倍と大幅な長寿命化になる。LED 電球・ユニットの種類は一般電球形、レフ形、フラ

ット形などがある。 

 

   

(a)一般電球形         (b)レフ形        (c)フラット形 

図 7.2.2.1 LED 電球の種類 

 

(1) 一般電球形 LED 電球 

従来の白熱電球器具にそのまま置き換えをするには、白熱電球と同等の形状で器具装着時にも長寿命であ

ることが求められる。また、本体部はフィン構造を有するアルミニウム合金とし、LED 及び電源回路から発

生する熱を本体部に熱伝導させ、外気に逃がす構造となっている。放熱面積を確保するために、出光部であ

る光拡散性グローブはほぼ半球形状に止まっているのが現状である。 

使用される LED モジュールは、SMD（面実装部品形の LED 素子）を基板上に面実装したものが一般的

である。SMD は光の出射範囲が片側 180 度でほぼランバーシャン配光を有するために、半球状の光拡散性

グローブを付けても白熱電球の配光分布とは大きく違いがある。そのため、ダウンライトなどの反射板つき

の白熱電球用照明器具に組み込んだ際に同等の配光分布となるように設計されている。 

国内の製品を見ると、パナソニック、東芝、シャープなどの大手メーカーを筆頭に 10 以上のメーカーか

ら一般電球形 LED 電球が発売されているが、いずれの構成も上述の通りであり、裸点灯時の配光の広がり

角は 120 度前後である。 

しかしながら、家庭用の照明器具には、浴室灯など反射板の無いものも多い。この場合は現状の LED 電

球に置き換えても白熱電球と同等の配光分布とはならないため、白熱電球に近い配光分布を持った広配光タ

イプの LED 電球が熱望されている。 

 海外の製品では、60W 形白熱電球と同じ明るさで、かつ同等の配光分布を有する一般電球形 LED 電球を

Philips 社が北米市場において 2010 年に発売している。これは国内の一般的な構成とは異なり、リモートフ

ォスファー方式と呼ばれている。つまり、黄色蛍光体が LED チップ近傍には無く、グローブに練り込まれ

ており、青色 LED チップから出射した光がグローブで白色光に変換されるものである。リモートフォスフ
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ァー方式では、蛍光体で発光した光は放射状に広がるため、効率良く広い配光が実現できる一方、黄色蛍光

体層が外表面に現れて、見た目が黄色になる問題がある。 

 

   

(a)裸点灯時        (b)照明器具組込み時(使用器具：ID-76220(S)) 

図 7.2.2.(1).1 LED 電球と白熱電球の配光分布 

 

        
図 7.2.2.(1).2 Philips 社製 LED 電球    図 7.2.2.(1).3 配光分布 

 

(2) レフ形 LED 電球 

レフ形 LED 電球には様々な種類があるが、ここではミゼットレフ形 LED 電球について説明する。ミゼッ

トレフ形 LED 電球は白熱電球（レフランプミゼット形）代替が可能な様にほぼ同寸法のボディーに LED 及

び電源回路を収納し、白熱電球と同等の光学特性を実現している。東芝ライテック㈱製のミゼットレフ形

LED 電球の基本仕様について、白熱電球との特性比較を表 7.2.2.(3).1 に示す。光学特性は電球色相当で白熱

電球と同等になるよう設計されている。また、消費電力は白熱電球の 38W に対して約 1/7 である 5.3W。定

格寿命については、白熱電球が 1,500 時間に対して LED 電球は 20,000 時間である。 

この製品には 1W のパワーLEDを 4 個同一円周上に均等に配置しているLEDモジュールが採用されてい

る。それぞれの LED 素子に対して反射板を設け配光を制御する方式である。また、LED 特有の問題である、

点灯時の LED 個々の色ばらつき、及び照射面の色むらを抑制するために、前面カバーに拡散性を持たせて

いる。ランプの全長及び外径寸法の制約の中で、照射面の色むらを低減するように前面カバーの拡散度を調
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整されており、 大光度と 1/2 ビーム角が約 50 度であり、白熱電球ミゼットレフ 40W と同等の配光分布を

有している。 

反射板方式の場合、光源から反射板開口へ直接向かう光は制御不可能であるため、狙いの 1/2 ビーム角に

応じて、光源に対し反射板がカバーする角度αを設定する必要がある。そのため現実的には寸法制限を考え

ると、LED 照明器具において狭い配光を狙う場合には反射板方式は適切ではない。1/2 ビーム角 40 度が反

射板方式で実現できるぎりぎりの線であり、これより狭い配光の場合には、全反射型レンズ等のレンズ方式

を採用すべきである。 

 

図 7.2.2.(2).1 レフ形 LED 電球と白熱電球ミゼットレフの配光分布 

 

 また、レフ形 LED 電球は北米および欧州市場において、国内より多くの機種が存在する。反射型ハロゲ

ン電球置き換えの GU5.3（図 7.2.2.(2).2 参照）および GU10 口金タイプ、白熱電球ビームランプ置き換えの

PAR20、PAR30、PAR38 タイプなどである。これらのレフ形 LED 電球では複数の LED 素子を使用し、そ

れぞれの LED 素子に対応した全反射型レンズを前面カバーと一体で成型した、図 7.2.2.(2).3 に示すマルチ

全反射型レンズを組み合わせる場合がほとんどである。これらの製品において全反射型レンズを採用する理

由は、1/2 ビーム角が 10～30 度と狭く、反射板方式では対応できないためである。 

 

        
図 7.2.2.(2).2 海外向けレフ形 LED 電球   図 7.2.2.(2).3 マルチ全反射型レンズ 

 

(3) フラット形 LED ユニット 

フラット形 LED ユニットは図 7.2.2.(3).1 に示すＧＸ５３口金を採用している。ＧＸ５３口金は、安定器

内蔵コンパクト形蛍光ランプに採用される口金方式で、ねじ込み形口金に比べて照明器具を薄型にできる。

LED は面実装が容易で、光の出射範囲が片側 180°であるため、フラット形は LED に適した形態であると

言える。 
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図 7.2.2.(3).1 GX53 口金 

 

フラット形 LED ユニットの用途は、埋め込み形ダウンライト、シーリングダウンライト、ブラケット、

ガーデンライトなど多様であるが、主な使用用途としては住宅向けの埋め込み形ダウンライト器具である。

住宅向け埋め込み形ダウンライト器具に使用される従来光源は、主にミニクリプトン電球と電球形蛍光ラン

プであり、これらを使用した照明器具への代替が可能なように、ランプ光束・配光・消費電力を設定されて

いる（表１）。またフラット形 LED ユニットでは、LED の特徴を活かし、1/2 ビーム角 40°の中角タイプ

をラインナップしている。1/2 ビーム角 40°は同じ埋め込み穴サイズにおいては、従来光源で実現できない

配光である。 

 

表 7.2.2.(3).1 照明器具内点灯時の性能比較 

光源種類 ミニクリプトン電球 電球形蛍光ランプ フラット形 
LED ユニット 

消費電力 60 W 15 W 6.4 W 
器具光束 487 lm 350 lm 425 lm 
器具効率 60.1% 50.7% 88.5% 

1/2 ビーム角 132° 104° 100° 
定格寿命 2000 h 13000 h 40000 h 
埋込深さ 89mm 81mm 55mm 

 

本製品には 1Ｗの LED パッケージを７個基板上に配置した LED モジュールを採用し、図 7.2.2.(1).1 に示

すように、それぞれの LED 素子に対してアルミ蒸着反射板を設け中角配光に制御している。 
 

  

図 7.2.2.(3).2 アルミ蒸着反射板  図 7.2.2.(3).3 フラット形 LED ユニットの断面図 
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また、LED 特有の問題である照射面の色ムラを抑制するために、前面カバーに拡散性を持たせている。ラ

ンプの全長及び外径寸法の制約の中で、照射面の色むらを低減するように前面カバーの拡散度を調整され、

大光度と 1/2 ビーム角が 40°となるように反射板が設計されている。図 7.2.2.(1).4 に中角タイプの配光を

示す。適切な光学設計と放熱設計により、中角タイプは器具光束 500lm クラスのダウンライト相当の特性を

実現されている。 

 

 

図 7.2.2.(3).4 フラット形 LED ユニットの配光分布（中角タイプ） 

 

7.2.3 LED ダウンライト 

 LED ダウンライトは主に店舗や公共施設などのベース照明として、または通路やエレベーターホールなど

限られた空間での照度確保の目的で使用される照明器具である。白熱電球器具から、コンパクト形蛍光ラン

プ器具、HID ランプ器具まで置き換える製品が出ているが、ここでは、白熱電球器具の置き換えを狙った

900lm クラスと、HID ランプ 70W 相当の明るさの 6000lm クラスについて製品コンセプトと光学設計につ

いて説明する。 

 

   
(a) 900lm クラス         (b) 6000lm クラス 

図 7.3.3.1 LED ダウンライト 

 

(1) 900lm クラス LED ダウンライト 

白熱電球（ミニクリプトン電球）は、ランプ寿命が２，０００時間と短く交換頻度が高く保守・メンテナ

ンスが容易ではなかった。また、消費電力が９０Ｗと大きいため、ランニングコストが高く、かつ CO2 排

出量も多い。900lm クラス LED ダウンライトは、寿命が４０，０００時間と長く、かつ消費電力を約 1／

７に抑えることができる。 
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 一方、LED は発光面積が小さいため、輝度が高く不快グレアを感じやすいという問題がある。そこで、特

に LED 電球では必要なかった観点である、まぶしさ感の低減について説明する。900lm クラス LED ダウン

ライトにおいては、以下に示す①～③を採用することでグレアを低減した。それぞれの効果を以下に示す。 

 

(a) 反射板 

LED 個々に反射板を配した複合反射板により、発光部の輝度ムラを低減すると同時に、29～43°の範囲を

遮光した（図 7.2.3.(1).1 参照）。照明環境においては、不均一な輝度により不快感が生じやすいため、後述

の拡散カバーを通して十分に輝度ムラが低減できるように設計されている。 

 

遮
光
角

LEDﾓｼﾞｭｰﾙ

LED 白色反射板

 

斜視図               断面図 

図 7.2.3.(1).1 白色反射板の構成 

 

(b) バッフル 

 バッフルを採用したことにより遮光角 15°が確保されている（図 7.2.3.(1).2 参照）。マンションに使用し

た場合、一般的な天井高さ 2.4ｍとすると、身長 170cm の人間が光源から 3.2m 離れた位置に近づいても反

射板部分を直視することができない構成である。 

 
LEDﾓｼﾞｭｰﾙLED

白色反射板

1
5
°

バッフル 拡散カバー  
図 7.2.3.(1).2 バッフルの構成 

 

(c) 拡散カバー 

 反射板の前面に拡散カバーを配置することで、輝度ムラが低減し、また正面の輝度を約 10％低減した。採

用した拡散カバーは、透明アクリルカバーと比較して光透過率約-4%の高透過率拡散カバーである。その結

果、効率をあまり低下させずにグレアを低減している。 
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(2) 6000lm クラス LED ダウンライト 

LED ダウンライト 6000 シリーズは、セラミックメタルハライドランプ 70W を使用したダウンライトの

置き換えを狙った製品である。表 7.2.3.(2).1 に性能比較表を示す。セラミックメタルハライドランプ 70W

ダウンライトに対し、同等以上の光束を有しながら消費電力を 17%低減されている。また、ランプ寿命が

40,000 時間でランプ交換が不要なため、主に使用される大型商業施設や公共施設などの高天井部における保

守・メンテナンスが低減できる。器具寸法については、埋め込み深さ 111mm と大幅な薄型化が実現されて

いる。 

 

       

図 7.2.3.(2).1 6000lm クラス LED ダウンライトの器具構成 図 7.2.3.(2).2 専用 LED モジュール 

 

表 7.2.3.(2).1 6000lm クラス LED ダウンライトの基本仕様 

 HID ランプ 
CDM-TP70W 用 
ダウンライト 

LED ダウンライト 
6000 シリーズ 
（高効率白色） 

器具光束 4,056 lm 5,500 lm 
器具効率 68 % 83 % 
消費電力 81 W 67 W 
総合効率 50 lm/W 82 lm/W 
光源寿命 16,000 時間 40,000 時間 

1/2 ビーム角 60°／90° 55°／70° 
埋込深さ 198 mm 111 mm 

 

 埋め込み穴径１５０ｍｍの中でセラミックメタルハライドランプ７０Ｗと同等以上の光束を確保するため、

高密度実装した専用 LED モジュールが採用されている（図 7.2.3.(2).2 参照）。そのため、光学設計の範囲は、

LED モジュールの設計まで広がっている。設計パラメータには、LED モジュール内の LED チップ配列数、

LED モジュールの駆動電流、LED モジュールの配列数、反射板形状および表面処理方法、拡散板材料、化

粧枠形状および表面処理などがあるが、表 7.2.3.(2).1 の基本仕様のいずれの項目にも大きく関連するのは

LED モジュールの LED チップ配列数である。LED チップ配列数は、器具光束や消費電力を決めるだけで

なく、付随してモジュール発光面積が変化するため１／２ビーム角にも大きく影響する。 

通常の光学設計における配光シミュレーションでは、既に製品化または試作された LED モジュールの配

光・輝度分布・色度分布などを実測して面光源モデルを作成する。専用の LED モジュールを使用する場合、
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LED チップ・蛍光体・樹脂材料・モジュール基板の特性から LED モジュールの光学特性をシミュレーショ

ン計算できることが照明器具の光学設計において有効である。 

蛍光体発光計算による LED モジュールの輝度分布（図 7.2.3.(2).3）を見ると、LED チップの直上の輝度

は約５０万ｃｄ／ｍ２であるのに対し、LED チップが実装されない周辺部分は輝度５～１０万ｃｄ／ｍ２と

低く、また無視できるほど面積は小さくない。この輝度分布を考慮せずに均一輝度とみなしてしまうと正確

な配光シミュレーションにならず、照明器具の１／２ビーム角に違いが生じる。 

同様に LED モジュール発光面の相関色温度分布を見ると、LED チップの直上と LED チップが実装され

ない周辺部分では大きな差がある。これを考慮して配光シミュレーションを行うことにより、LED 特有の問

題である照射面の色ムラの評価が可能となる。色ムラの対策には拡散板を使用しているが、拡散度の程度が

器具効率・器具光束に大きく影響する。 

 

   
 

図 7.2.3.(2).3 LED モジュールのシミュレーション計算による輝度分布と相関色温度分布 

 

図 7.2.3.(2).4 に中角タイプ（高効率白色）の配光を示す。高密度実装した専用 LED モジュールと反射板・

拡散板などの 適化設計により、セラミックメタルハライドランプ７０Ｗダウンライトと同等以上の特性を

実現されている。 

 

図 7.2.3.(2).4 6000lm クラス LED ダウンライトの配光分布（中角タイプ） 
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7.2.4 一般照明における LED 光学系の課題 

7.2.2.(1)に述べた通り、LED 電球における LED 光学系の課題は広配光化である。現在の設計思想のまま

で広配光化を進めるには、LED 電球全体の寸法のうちグローブの占める割合を大きくする必要がある。それ

に従い放熱面積は小さくなるため、広配光化を実現するためには、LED 電球全体の発光効率を上げなければ

ならず、LED 素子の発光効率の向上を待っているのが、国内メーカーの現状である。海外ではリモートフォ

スファ方式のような効率良く光を広げる製品が生まれているが、これまでの電球と全くイメージの異なる外

観を持つこの製品が市場に受け入れられるかどうか、国内メーカーも注目しているところである。 

また、ここまで説明した LED 電球・LED ユニット、および LED ダウンライト以外に、ここ 1 年ほどで

新たに製品化が開始され、今後急速に普及が進むと考えられる照明器具として、LED ベースライトが挙げら

れる。ベースライトでは，ほとんどの場合蛍光ランプが使われており，LED 化するのは他の分野よりも遅い

と思われていた。しかし，効率の優れた LED 照明は，コンパクト蛍光ランプや直管形蛍光ランプでも商用

周波点灯のものを上回る効率が得られており，リニューアルによって高効率化が推進できる状況にある。 

現状の LED ベースライト器具を見ると、拡散板により発光面輝度を均斉化する方式がほとんどである。

器具効率低下を避けるために拡散度の低い拡散板を使用しているため、まぶしさや不均一輝度は十分抑制さ

れていない。導光板の使用で均斉度の高い面光源としたベースライト器具も見られるが、板金の反射板のみ

で光学系が構成される従来の蛍光ランプ器具に置き換えるにはコスト的に大きく不利である。ベースライト

市場で大きな割合を占めるオフィスなどへの普及には、まぶしさ感の低減を高効率で安く実現できる光学系

が必要である。 

 これまで国内の一般照明市場は日本メーカーが独占していて、国際的な競争は少なかった。しかしながら、

LED への置き換えが進んできた現在、LED 電球など量販店で販売される製品については、シェアこそまだ

少ないものの価格の安い中国メーカー製品が見られるようになっている。今後、上述した課題をクリアし、

次々と差別化を図り、低価格化競争に陥らない製品を出していくところに国内メーカーの活路があると言え

る。 

（小川 光三） 
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7.3 太陽熱発電用集光光学系 

7.3.1 はじめに 

太陽は表面温度が約 6000℃の黒体であり、地球上に毎秒 174PJ（P:peta,1015）の莫大なエネルギーを休

むことなく降り注いでいる。このエネルギーは地球上の全生命の恵みとなっているが、ほとんどはエネルギ

ーの 終形態である熱となり散逸されている。産業革命以降、人類は長期間の生命活動が蓄え濃縮した太陽

エネルギーを急速に開放することで発展してきたが、同時に開放された二酸化炭素により甚大な環境変化を

引起している。今こそ無為に散逸されているエネルギー開発に眼をむけるべきときである。 

太陽エネルギーがどのくらい莫大であるか簡単な試算をしてみる。太陽から地上に毎秒降り注ぐ太陽エネ

ルギーは雲等の影響が少ない場所ではおよそ１ｋW/ｍ2 である。これより例えばサハラ砂漠などの 500ｋｍ

四方に無駄に降り注がれるエネルギーの 20％を利用するだけで、全人類のエネルギー消費をまかなうことが

できる計算になる。ドイツの諮問機関は大気中の CO2濃度の上昇を抑えて、人口の増加とともに増え続ける

全世界のエネルギー需要に答えていくためには、太陽光エネルギーの利用が必須であり、2050 年には全エネ

ルギー消費の 20％、2100 年には 60％を太陽光エネルギーとすべきであると報告している 1)。本項では太陽

エネルギーの利用法の一つである集光太陽熱発電の概要を紹介し、太陽光を集光するための光学系およびそ

れに使用される反射鏡の技術について報告する。 

 

7.3.2 集光太陽熱発電 

太陽エネルギーの利用方法として、太陽電池の他に集光太陽熱発電（CSP：Concentrated Solar Power）

がある。CSP は集めた太陽光による熱を、従来の火力発電所で化石燃料を燃やすかわりに用いようというも

のである。発電機を共通化できるので、火力発電との相性が良く大規模の発電プラントとすると発電コスト

が抑えられること、直射日光（直達日射量）が豊富で比較的高温となる低～中緯度の砂漠地帯などでは太陽

電池より高効率が期待できることから、アメリカ南西部、北アフリカやヨーロッパ南部の地中海沿岸、イン

ド、オーストラリアで大型の CSP プラントが多数計画されている。 

日本ではなじみが薄いが、CSP の歴史は古く、1973 年のオイルショック（Energy Shock）以降、脱石油

と環境問題を解決するべく太陽電池とともに技術開発が開始された。日本では 1981 年に日照時間の長い香

川県仁尾町（現三豊市仁尾町）に、実験用プラントが建設され、3 年間にわたり実験が行われたが、期待し

た効率は得られず、CSP は使い物にならないという結論を残し開発は終了した。日本では日照時間が長い地

図 7.3.2.1 太陽熱発電プラント（SEGSⅢ-Ⅳ） 図 7.3.2.2 太陽熱発電プラント（GEMA Solar）
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域でも水蒸気など空気中での散乱が多く、直達日射光（DNI）が小さいことが原因と思われる。しかし日本

に不向きであっても CSP 自体が役に立たないわけではなく、この間もアメリカを中心に世界中で研究は続

けられてきている。図 7.3.2.1 の写真はアメリカのモハベ砂漠の発電プラントで 1984 年から稼働しているも

ので、多くの実績と知見を生み出してきた。 近では温室効果ガスをださない次世代のエネルギーとして、

本格実用化に向けて世界中で技術開発やプラント建設が加速されてきている。図 7.3.2.2 はスペインの南部

で現在建設が進められている 新の CSP プラントである。 

 

7.3.3 太陽光の集光光学系 

太陽の放射エネルギーは大きいが密度は希薄で、熱として利用するためには、十分に集光することが必要

である。そのため CSP に用いられる集光方式は集光倍率が大きく、全ての方式で太陽の方向を追尾する必

要がある。CSP は追尾の方式より、１）集熱部と光学系を一体で追尾するものと、２）集熱部は地上に固定

し、また光学系も反射鏡群に分割し、個別に太陽を追尾して集光するものに分けられる。また集光の仕方か

ら線集光方式と点集光方式に分けられる。表 7.3.3.1 に現在の CSP で用いられる主な集光方式を分類して示

す。 

 

 

 

 

 

線集光方式はライン状に配置された集熱部に光を集める。反射鏡は集熱部に沿って押し出したような形状

となっており、反射鏡各点での法線ベクトルは押し出し方向と直行する平面への射影空間内にある。光線は

この射影空間内で反射の法則を満足する。 

（1）トラフ 

トラフ方式の反射鏡は図 7.3.3.(1).1 に示すように放物線を押し出した樋形状で射影空間中では集熱部は放

物線の焦点となる。代表例を図 7.3.3.(1).2 に示す。この放物線の頂点と焦点を結ぶ直線を射影空間内で太陽

の方向に向けると太陽からの略平行な光線は焦点に集まることになる（図 7.3.3.(1).3）。すなわち光線の方向

ベクトルが押し出し方向に成分をもっても反射光は必ず焦線を通る。 

 線集光 点集光 
1 体追尾 トラフ ディッシュ 
分割追尾 リニアフレネル タワー 

表 7.3. 3.1 集光方式の分類 

集熱部（管） 

図 7.3.3.(1).1 トラフ方式反射鏡概念図 図 7.3.3.(1).2  トラフ方式 
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反射鏡の間口を A、集光部での光の広がりを A’とし、太陽の視半径をδ、射影空間での光学系の開口数を

NA＝sinθとするとき、エタンデュ保存の法則から Asinδ=A’sinθとなり、線集光方式での集光倍率（反射

鏡に入射面での照度に対する集光点の照度の比）の 大値は、sinθ/sinδ＝NA/sinδ≒216×NA 倍となる。

ここで太陽の視半径はδ=0.265°である。 

集熱部にはガラス管で真空封止された金属管が配置されるが、その管径は追尾誤差や反射鏡の精度を加味

して 大倍率から計算される径より大きくとられる。反射鏡の開口幅／集熱管径で 70 倍から 100 倍程度が

採用されている。SEGS-I-Ⅸやスペイン南部の Andasol-1 では反射鏡の幅が 5.7m で長さは 100～150ｍ、集

熱管の直径は 70mm で 400℃程度の温度を得ている 2) 3)。 

焦線（集熱管）の配置方向については、図 7.3.3.(1).4(a)のように南北に配置して日周運度に合わせて半日

で約 180°回転して追尾する方法と、図 7.3.3.(1).4(b)のように東西に配置して、0°から太陽高度までを半

日で往復して追尾する方法がある。東西に配置する方式は追尾のための角度範囲が小さくて済むものの低高

度での損失が南北配置に比べると大きい。上述の SEGS と Andasol では南北配置が採用されている。 

（2）リニアフレネル 

リニアフレネルはトラフと同じく線集光方式で図 7.3.3.(2).1 のようにトラフの樋状の反射鏡を平面鏡に分

割して、個々の反射鏡の向きを変えて固定した集熱管に反射光を集める。代表例を図 7.3.3.(2).2 に示す。 

集光倍率は 50 倍程度と低く、得られる温度はトラフより低いが、トラフに比べ設置面積を少なくでき、

平面鏡を使うことからコスト低減できることが利点である。平面鏡を密に敷き詰めるので隣接する鏡の一部

(a)南北配置 
(b)東西配置 

東 西
南

南北

図 7.3.3.(1).4 トラフ焦線方向の配置とトラッキング 

δ

θ

F 

図 7.3.3.(1).3 トラフ方式反射鏡射影図 

A

A’
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が陰（シェーディング）になったり、反射光がさえぎられたり（ブロッキング）して、鏡の有効利用という

点では劣るが、平面鏡を利用することでのコスト低減効果は大きい。また個々の反射鏡は小さく、地上から

の高さも低いので、風荷重が小さい。そのため反射鏡を保持・駆動する機構のコストも抑えられる 4)。 

 
集熱部はガラス管で封止した集熱管の替わりに 2 次反射鏡で囲った 1 つあるいは複数の集熱管を用い、さ

らにコスト削減している。太陽追尾で動く反射鏡とは独立して、集熱管を固定できるので、この部分の構造

も簡単化できる。集光倍率は低く、得られる温度も低いので発電効率が低くなってしまうことが課題である

が、火力との複合で温度を上げて発電効率をあげるようなシステムが提案されている。 

 シェーディングやブロッキングを防いで反射鏡を有効に利用するために図 7.3.3.(2).3 のように複数の集熱

部を平行に配置して反射鏡列が複数の集熱部に交互に集光する構成もある 4)。 

焦線の配置方向はトラフと同様に南北配置と東西配置がある。 

（3）ディッシュ 

点集光方式は図 7.3.3.(3).1 のように回転放物面鏡の焦点に光を集めようというものであり、その代表がデ

ィッシュあるいはディッシュ・スターリング方式である 5)。代表例を図 7.3.3.(3).2 に示す。点集光では 3 次

元的な反射鏡により光が集められるので、先ほどと同様にエタンデュ保存則より、Ssin2δ=S’sin2θとなる。

ここで S と S’はそれぞれ反射鏡の入射面積と集光部で光が分布する面積である。これより集光倍率の 大値

は(sinθ/sinδ)2＝46000×NA2 倍と与えられる。高倍率の集光で非常に高い温度が得られ発電の効率を高め

ることができる。集光倍率は通常 2000 倍以上で 800℃～1000℃の高温で運転される。焦点位置にはスター

リングエンジンが配置され、直接熱からピストンを駆動し発電する。スターリングエンジンは理想的なカル

ノーサイクルに近く効率が高い。追尾は回転対称軸（光軸）を常に太陽方向に向けるよう方位角と仰角を制

2 次反射鏡 

図 7.3.3.(2).1 リニアフレネル方式概念図 図 7.3.3.(2).2 リニアフレネル方式 

図 7.3.3.(2).3 交互反射配置 
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御する。受光部のスターリングエンジン一体で追尾運動するので大きなサイズのものはできない。DNI（直

達光強度）が１ｋW/m2の太陽放射時に、直径約 10m の反射鏡を用い 25ｋWe（We の添え字の e は電力（発

電出力）であることを明確にするためのものである）の発電できるものから、大きいもので、直径 20ｍの反

射鏡で 100ｋWe の発電ができるものがある。 

（4）タワー 

タワー式は線集光方式のリニアフレネルと同様にディッシュの放物面鏡を図 7.3.3.(4)1 のように多数のヘ

リオスタットと呼ばれるほぼ平面鏡群に分割し、各ヘリオスタットの向きを独立に制御して太陽を追尾し、

タワー上部に固定された集熱部に集める。代表例を図 7.3.3.(4).2 に示す。多数のヘリオスタットを用いて集

光倍率を高くでき 30-400MW の大型プラントに向いており、ヘリオスタットには平面鏡を用いることがで

きるので、低コスト化が期待できる 6) 。 

集熱温度も 600℃と高く熱媒体として、熱容量が大きい溶融塩が用いることができる。高温の溶融塩をタ

ンクに貯蔵することでエネルギーを一旦熱として蓄え、溶融塩の熱で蒸気タービンを回して発電すると、夜

間にも発電できる。これは次世代の CSP システムとして期待されている。図 7.3.2.2 に示した現在建設中の

GEMA Solar は溶融塩システム初の商用プラントである。 

δ 

θ 

図 7.3.3.(3).1 回転放物面鏡 図 7.3.3.(3).2 ディッシュ方式 

図 7.3.3.(4).1 タワー式概念図 
図 7.3.3.(4).2 タワー式 

196



27/33 

 タワー式を変形した方式に図 7.3.3.(4).3 に示すビームダウン式がある。タワー上部の集熱部の変わりに

上部に 2 次反射鏡を配置し地上に置いた集熱部に集光する。2000 年にイスラエルのワイツマン研究所で検

討され、 近では、図 7.3.3.(4).4 の東工大がアブダビでおこなった実験装置 7)や三鷹光器と JFE エンジニア

リングの取組がある。集熱部を地上に配置でき熱による石炭の液化など化学プラントにも向いている。 

(5) 2 次集光光学系 

 太陽光を高密度に集めるために集熱部の近傍に 2 次集光光学系が配置される場合がある。図 7.3.2.(2)1 の

リニアフレネル式の 2 次反射鏡は、管状の集熱部に集光するので、図 7.3.2.(5)1 のような２つの凹面鏡を組

み合わせた反射鏡が用いられる 8)。各々の凹面鏡は Macrofocal Parabola と呼ばれる形状を２つ複合した構

造で、±θの範囲の入射角が異なる平行光線群を集熱する円内に入るように反射させる。 

 Macrofocal Parabola は放物の焦点が点ではなく円周に一般化された曲線であり、円の半径が０になると 

ビームダウン式でも集熱部に図 7.3.3.(5).2 に示す CPC（Compound Parabolic Concentrator）を配置して集

光倍率を更に高める場合がある。CPCは２つの放物線を組み合わせた断面を回転させた形状の集光器である。

集熱部 

図 7.3.3.(4).3 ビームダウン式概念図 

2 次反射鏡 

図 7.3.3.(4).4 ビームダウン式 

図 7.3.3.(5).2 CPC(Compound Parabolic

 Concentrator) 

図 7.3.3.(5).1Compound Macrofocal Parabolic

            Concentrator 

θθ
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図 7.3.3.(5).2 の BF2は一点鎖線で示す光軸上に焦点 F1をもつ放物線の一部であり、これと線対称の放物線が

組み合わせてある。線分AF2は回転対称の軸となる中心軸にθの角度を成し、放物線BF2の軸と平行である、

したがって入射角θの平行光線群は放物面で反射されて焦点 F1に集まる。同様に入射角マイナスθの光線群

は F2に集まる。絶対値がθより小さい入射角の光線は F1F2中のどこかに入射する（近軸の像点が作られる

わけではないが、光線は F1F2中のどこかを通る）ので、開口 AB に入射する±θの範囲で入射する光線は

F1F2に集光されることになる 10)。 

(6) 発電効率 

 これまで述べた各集光光学系を使用した発電プラントの発電効率と必要な土地の面積を太陽電池プラン

トと比較して、図 7.3.4.(5).1 に示す 11)。発電効率は設置される地域の気候などに大きく依存する。値は報告

されているものの平均値であり、また比較の太陽電池プラントはパネルを並べただけの非集光型である。 

 CSP は太陽光のほぼ全スペクトルについて利用できるので、熱輸送や発電機の効率を差し引いても尚、

効率は高い。ディッシュ型は熱輸送なしに直接発電するため効率は高くなっている。しかし図のバブルの大

きさに見るように太陽電池プラントに比べ必要な土地の面積が広い。タワー式では、ヘリオスタットをシャ

ドーイングやブロッキングの影響を少なくして並べる必要のあり、より広い土地が必要である。 

 発電効率をさらに上げるには、発電機の効率アップが課題であり、その際冷却のための十分な水の確保も

課題になる。 

 一方で太陽電池プラントでも集光型にして効率アップが期待されるが、集光光学系によるコスト増と太陽

電池パネルの冷却が課題となろう。 

 

図 7.3.3.(4)2 誘電体多層膜反射鏡の分光反射率 
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7.3.4 太陽光集光用反射鏡 

(1)  反射鏡の要求仕様 

 CSP は火力発電に比べ発電コストが 2 倍以上と高く、国の補助等がないと成立たないのが現実である。集

光用の反射鏡は広大な面積が必要で発電設備に占めるコストの割合が高いので、普及のためには低コストで

あり、発電効率を高めるために高反射率あることが必要である。また長期間、砂漠などの過酷な環境下で使

用されるため UV 耐性をはじめとする耐候性も必要である。 

 このような観点からアメリカの国立再生可能エネルギー研究所（NREL）では太陽光集光用の反射鏡の仕

様およびコスト目標を以下のようにおいている 12)。 

  反射率：正反射方向の片側 4 ミリラジアンのコーン内に 90％以上（望ましくは、反射率 95％以上） 

  耐久性：屋外使用条件で 10 年以上（望ましくは、15－30 年） 

  コスト：大量生産時 平面鏡＄10.8／m2以下、曲面鏡＄27／m2以下 

(2) 金属薄膜の反射率 

図 7.3.4.(2).1 に主要な金属薄膜の分光反射率と太陽光の地上（エアマス 1.5）における分光放射分布（グ

レーの細線）を示す 13)。太陽光は紫外 350nm から赤外 2500nm の広い範囲に分布しているが、集光太陽熱

発電では集めた光を熱として利用するので、太陽電池のように発電に寄与しない波長帯がない。 

紫外 350nm から赤外 2500nm の波長範囲での反射率が高い銀が 適であるが、腐食やマイグレーション

の問題があり対策が必要である。 

(3) 反射鏡の種類 12) 

 集光用の1次反射鏡として現在候補になっているものを以下に述べる。 

(a) 厚いガラス裏面鏡 

 トラフ式のプラントで も良く用いられているのは、厚さが 4－5mm の銀の裏面鏡である。その構成図を

図 7.3.4.(3).1 に示す。 

 反射率の初期値は 93.3％であり、銀層の下部には腐食およびマイグレーション（銀原子の層内での凝集に

よる膜抜け）防止用の銅の犠牲層が設けられている 14)。銅層の上にはさらに保護層が塗布されている。この

保護層は銀層の塩素や硫化ガスによる腐食や酸化を防ぐために 2.5％の鉛を含む 下層と 1％の鉛を含む中
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間層、そして 上層には白色の高 UV耐性を有するアクリル層の 3層により構成されている。含有量は低減さ

れてはいるが鉛フリーが理想である。 

 (b) 薄いガラス裏面鏡 

 1mm 以下の薄いガラスを用いた軽量ミラーが提案されている。その構成図を図 7.3.4.(3).2 に示す。初期

の反射率はガラスの吸収が少なくなり、93～96％と高い。銀層は銅を用いないバックコートで保護され、さ

らに鉛フリーの保護塗膜が施され、粘着層を介してステンレスやアルミの支持体に貼られる。銅を用いない

ので、銀層の均一性など厳重な品質管理が必要になる。 

(c) アルミ反射鏡 

 アルミ反射鏡は図 7.3.4.(3).3 に示すように研磨したアルミ基板に真空プロセスでアルミ膜の反射鏡を施し、

その表面を酸化処理し増反射層を形成したもので、酸化被膜だけでは耐久性が不足したので、 近ではその

上にさらに酸化物ナノコンポジットの保護層を設けてある。 

 初期反射率はアルミを用いるためやや低く 90％である。アルミ反射層を銀としたものも検討されている。 

 ガラスの反射鏡に比べ割れにくく、軽量であることが特徴であるが、アルミ基板が柔らかくガラスより傷

がつきやすいことが欠点である。 

(d) 銀蒸着ポリマーミラー 

 Reflectech 社からポリマーフィルムに銀蒸着し、UV 吸収剤入りの保護フィルムとラミネートしたポリマ

ーフィルム反射鏡が提案されている（図 7.3.4.(3).4）。サンプルの耐久性加速試験では、10 年以上の耐久性

保護用オーバーコート 

酸化物増反射層 

アルミ反射層 

 

研磨アルミ基板 

図 7.3.4.(3).3 アルミ反射鏡 

UV 吸収保護フィルム 

接着層 

銀反射層 

フレキシブルポリマー基板 

図 7.3.4.(3).4 銀蒸着ポリマーミラー 
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図 7.3.4.(3).2 薄いガラス裏面鏡 
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図 7.3.4.(3).1 厚いガラス裏面鏡 
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を示し、さらに改良したサンプルの試験が行われている。図では示されていないが、薄いガラス裏面鏡と同

様に粘着層を介し、アルミ板などの支持体に貼って使用される。                        

(4) ２次反射鏡 

 リニアフレネル式やビームダウン式の２次反射鏡には１次反射鏡により反射された光集まってくるので、

光強度が非常に強い。図 7.3.4.(2).1 に見るように金属薄膜では太陽光の全ての波長帯で 100％近い反射率が

得られるわけではなく、反射しない光のほとんどは吸収となり発熱や化学変化がおこる。 も良い反射率の

銀でも紫外域での吸収が多く、経年での紫外線による劣化が懸念される。例えば２次反射鏡に１次反射鏡の

50 倍が入射すると、50 倍近い UV 加速試験に相当するからである。また発熱量が不均一であると温度ムラ

が発生し基板ガラスの線膨張量の差により応力が発生する。集光倍率が非常に高い場合は破断の恐れがある。 

 破断を防ぐには低膨張ガラスを用いる方法もあるが、誘電体多層膜による表面鏡により、吸収を防いで発

熱させない方が安全である。誘電体多層膜の反射鏡は図 7.3.4.(4).1 の模式図のように高屈折率と低屈折率の

誘電体層を交互に積層して作られる。誘電体層としては高屈折率層に TiO2、TaO5、ZrO2、Nb2O5、HfO2、

ガラス基板 

図 7.3.4.(4).1 誘電体多層膜反射鏡  

図 7.3.4.(4).2 誘電体多層膜反射鏡の分光反射率 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

350 900 1450 2000 2550

波長 (nm)

反
射

率
 (

%
)

Front Side

Back Side

W Side

可視域

赤外域

トータル

201



32/33 

低屈折率層は MgF2、SiO2,などが用いられ、蒸着やスパッタリングで製膜される。太陽光のような広い波長

範囲の光を反射させるには、いくつかの波長域に分割し、波長域ごとの多層膜構造を重ねる必要がある。層

数は 60 層から 100 層と多くなるが、各層は波長以下と薄いので吸収はほとんど無視できる。誘電体多層膜

での損失はムラや不純物による散乱であり、0.5％程度の損失が見込まれる。 

 図 7.3.4.(4).2 は誘電体多層膜反射鏡の設計例であり、図 7.3.3.(4).4 のビームダウン式の集光系の２次反射

鏡に用いたものの分光反射率の設計値である。可視域反射構造と赤外域反射構造で薄膜材料の組み合わせを

変えている。それぞれの構造の反射率とそれを重ねたトータルの反射率を示している。350nm から 2500nm

の広い波長範囲で 99％以上の反射率を有する 15)。耐久性については、誘電体多層膜は酸化物により構成さ

れているので、材料の腐食が発生せず、耐環境性に優れていると考えられる。図 7.3.3.(4).4 の実際に試作し

た誘電体多層膜反射鏡では反射率は 97％以上で、局所的に数百倍の太陽光を入射させた試験においても温度

差は 70 度前後でガラスの破断や膜のクラックは発生しなかった。アブダビのプラントの実使用時は２次反

射鏡上での集光倍率は 50 倍程度であったが数ヶ月の集光試験後も劣化は見られていない。さらに長期の集

光状態における耐久性試験が今後の課題である。２次反射鏡は１次反射鏡に較べ、量が少なく、また形状や

要求仕様もまちまちであり、大量生産によるコストダウンが期待できない。特に誘電体多層膜反射鏡は製膜

時間がコストの大半を占めるので、要求仕様にあった 低限の層数のものを選定する必要がある。 

 

7.3.5 日本における集光太陽熱発電 

 日本の DNI は日照量多い地域でも大きくはなく、集光するタイプの CSP や集光太陽電池（CPV）はコス

ト的に不利である。したがって国内では太陽電池プラントを太陽エネルギー利用による発電の主力とし、

CSP は技術輸出の位置付けで考えるべきであろう。UAE では化石燃料枯渇後の国の収益源として CSP の技

術輸出を目指しており、世界中から技術導入を進めている。香川県の実験プラントを技術修得や開発のため

の試験施設として開放し、日本の太陽熱発電の技術開発のメッカとして利用するような広い視野での判断が

あれば良かったと思う。当時はアメリカに比肩する実験基盤を有していただけに非常に残念である。 

 日本は制御技術や高層建築や橋梁建設の技術で若干のアドバンテージを有してはいるが、この分野の進展

は 20 年以上止まったままであった。世界の CSP 業界では実証プラントから商用プラントに移行して、普及

のためのコスト削減が重要な課題となってきている。そこそこの性能を 低のコストで実現するために、し

のぎを削ることになる。これは他の光学機器分野と同様に日本の苦手としている方向である。太陽エネルギ

ーを利用するには、希薄なエネルギーを回収する大面積、大型機器を低コストで造ることは必須で、これま

で光学機器の進んできた微細化、高精度化とは対極の技術が必要である。原子力技術を輸出することと同様

に、CSP 技術を輸出できるようになるためには、欧米に後れを取った技術の底上げのため国を挙げての支援

が必要であると考える 16)。NEDO ではチュニジアでの CSP 開発プロジェクトなど新しい動きがでてきてお

り 17 )、今後の展開に期待したい。 

（森 伸芳） 
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第８章 画像処理 

 

 半導体微細加工技術と回路技術の進歩がもたらした 近の CMOS センサーの高性能化はめざましく、銀

塩フィルムや CCD に代わって携帯電話搭載カメラ、デジカメ、デジタル一眼レフなどのイメージセンサー

として広く普及している。画素数や感度・速度の向上と小型化はもちろん重要な要素であるが、画像処理の

観点からは、ダイナミックレンジの拡大と低ノイズ化がとくに重要である。これらのおかげで、光学レンズ

の性能をデジタル画像処理で補うというアプローチを、より積極的に選択できるようになっている。 

 デジタルカメラに組み込まれた画像エンジン LSI も、色補間・画像圧縮などの基本機能に加えて歪曲補正

や色再現性・偽色・ノイズ対策へとその守備範囲を拡げている。フォトレタッチソフトの世界では、歪曲・

色収差・口径蝕・ボケなどの光学補正を行う DxO が登場しており、代表的な銀塩フィルムの画質を色調や

粒状感までデジタル写真で再現している。近い将来、光学補正ソフトと画像エンジンが融合し、ライカ M3

でエクタクロームに撮影した写真とか、それを光学補正してさらに記憶色なども考慮した写真が設定ひとつ

で自由に撮れる「ソフトウェアレンズ」と呼ぶべきものが誕生するかもしれない。「オリジナルな写真とは何

か」、「レンズは不要か」といった議論が，今まで以上に現実味を帯びて交わされることになりそうである。 

 一方、コンピューターの性能も飛躍的に向上し続けており，CT のようにデジタル画像処理を前提とする

新しい結像原理に基づくコンピュテーショナル・イメージングシステムの開発も引き続き盛んである。結像

光学系とデジタル処理を組み合わせたハイブリッド・イメージングやコンピュテーショナル・フォトグラフ

ィー分野の発展も着実に進み、Wave-Front Coding のような新しい被写界深度拡大技術も注目されている。 

（小松 進一） 

 

      
 

図 コンピュテーショナル・イメージングと画像処理 
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8.1 Wave-Front Coding 

 

 Wave-Front Coding（波面コード化法）は、CDM Optics 社（OmniVision Technologies）が保有する被

写界深度拡大（EDOF）技術であり、瞳関数位相分布のアナログ変調とデジタル画像復元処理をうまく組み

合わせることにより、レンズを絞らずに被写界深度を画期的に深くできる 1-5)。 

 コンタクトレンズの進歩と普及のせいか、ものを視るときに近視の人が眼を細める仕草をあまり見かけな

くなった。眼のレンズに限らず、F ナンバー（＝焦点距離／口径）を大きくすると被写界深度が深くなるか

ら、レンズ口径を小さくすることが、もっとも簡便な被写界深度拡大法である。 

 しかし、回折拡がりの大きさはＦナンバーに比例するから、レンズ口径を小さくすると、空間分解能が低

下してしまう。また、レンズを通過する光量が減少し、像が暗くなってしまうのも大きな問題である。 

 「大口径レンズならではの美しいボケ味」というメーカーのキャッチコピーを引き合いにだすまでもなく、

写真におけるボケ味は大切である。その一方で、顕微鏡を覗きながら被写界深度がもう少し深ければと感じ

た経験は誰にもあるように、ロボットの眼や監視カメラをはじめ、計測・医用・セキュリティー分野への応

用では、被写界の隅々までピントが合っていてほしい用途も多い。 

 像の明るさや分解能を犠牲にしないで被写界深度を深くするために、これまでに様々な方式が提案されて

おり、その中には、複眼レンズを利用する方法や 6)、色収差レンズと CMOS イメージセンサの色フィルター

配列をうまく結びつけた方法などもある 7)。このような特殊な光学系でない従来型の結像光学系を利用する

ものに限れば、主に次の３つに分類される。 

 

① 合焦面を光軸方向に走査しながら、各位置で得られる合焦像を合成する 8, 9) 

② 焦点はずれ像の各部分に対して物体距離に応じたデコンボリューション・フィルターをかけ、それぞれの 

 復元像を合成して画面全体をシャープにする 10, 11) 

③ Wave-Front Coding（波面コード化法） 

 

 ①は、従来から(株)キーエンスからデジタルマイクロスコープとして市販されている。手動やピエゾ駆動

の機械式走査機構と、各焦点位置で得られる切片画像から必要部分のみを抽出して合成するためのデジタル

処理が必要である。 

 ②では、焦点はずれ像に写っている物体の距離を知る必要がある。いろいろな物体距離に対応したデコン

ボリューション・フィルターの組を用意しておき，それぞれのフィルターを施した画像の組から正しい復元

像を選び出す必要がある。復元像の周波数成分をその判断基準にすることが多いが、復元像の非負性を利用

することもできる。図 8.1.1 のように、無限遠にピントを合わせたカメラで撮影した焦点はずれ劣化像から、

物体距離を推定し、シャープな復元像が得られる 11)。復元像に含まれる負値総和から正しい物体距離（1 m）

が推定されている。ただし、多くのデコンボリューション・フィルターを用意する必要があり，同一画面に

含まれる距離の異なる物体を正しく切り分ける必要もある。 

 ③の波面コード化法では、結像光学系に特殊な位相板を挿入して瞳関数の位相分布をアナログ的に変調し、

その結果、点像分布関数（PSF）が焦点はずれ量に依存しないようにできる。この PSF に対応するデコンボ

リューション・フィルターを施して焦点はずれ劣化像からシャープな画像を得る際に、物体距離と無関係に

画面全体に１つのフィルターをかければよいこと、さらに、この PSF に対応する光学系の MTF が零値をと
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  図 8.1.1 フィルターバンク法による物体距離推定と画像復元 [11]  

 

らないため物体の空間周波数情報が失われないことが、波面コード化法の 大の利点である。また、オート

フォーカス用の機械的走査機構を必要としないため、撮像システムの小型化に利用できる。 

 波面コード化は、Dowski と Cathey によって提案された大変ユニークな被写界深度拡大法である 1)。発

表後 10 年間はあまり注目されなかったが、数年前からまず産業界を中心に世界的な関心が集まり始め、大

学や研究所の研究者にも徐々にその革新性が理解されつつある。OSA(米国光学会)が出版する３誌に掲載さ

れた Wavefront Coding 関連論文の数を表 8.1.1 に示した。キーワードとして wavefront coding、extended 

depth of field など少数のキーワードで検索した結果であり、関連論文をすべて網羅したものではないが、全

体的な増加傾向が見てとれる。とくに 2007 年以降の Opt. Lett. および Opt. Express の掲載論文の伸びが顕

著であり、このほか国際会議での発表件数も 近目立って増えている。さらに、高強度レーザービームの分

野においても Airy beam として、 近そのユニークな伝搬特性が注目を集めている 12, 13) 。 その一方で、

波面コード化の原理や適用限界などには、未知の部分も少なからず残されており、その総合的な理解と、そ

れに基づく新たな展開が期待されている。 

 

8.1.1 Wave-Front Coding（波面コード化法）の原理 

 波面コード化の原理を図 8.1.1.1 の模式図に示す。まず、特殊な位相板を瞳に挿入して光学系の結像特性

を変化させ、その光学系を用いて結像した中間画像を得る。位相板を挿入すると一般に結像特性は悪化し、

中間画像は劣化する。この劣化の仕方が焦点はずれ量を変えても変化しないような位相板の形状が存在す

れば、光軸方向に沿って同じ劣化像が「金太郎飴」のように並んだ中間画像を得ることができる。 

このような位相板形状を求めるため、Dowski らは、結像光学系の伝達関数（OTF：Optical Transfer 

Function）を任意の焦点はずれについて包括的に表現できる曖昧（両義性）関数（Ambiguity Function）に

停留位相法を適用して評価した。その結果、次のような空間座標の 3 乗に比例した位相変化を与える位相板
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（CPM：Cubic Phase Mask）が良い近似解となることを解析的に示した 1)。 

                    (x)  x3      (1) 

Dowski らのアプローチは、CPM のユニークな働きを明確にした点で画期的であるが、取扱いがシステム論

的かつブラックボックス的であるため、なぜ焦点はずれに依らず「金太郎飴」のような PSF が生ずるか、そ

の物理的な仕掛けがはっきりせず、今ひとつ物足りない。より実体論的なアブローチが望まれる所以である。 

 

          表 8.2.1. Wave-Front Coding 関連論文の出版状況 

     掲載誌 
出版年 

Opt. Lett. Opt. Express Appl. Opt. 備考 

1995   1 CPM (Dowski & Cathey) 

1996     

1997 1  2  

1998   1  

1999  1   

2000   1  

2001     

2002   2  

2003  1   

2004   2 LPM 

2005 3  1  

2006   5  

2007 1 2 4 EPM ( Opt. Commun.) 
Airy Beam (PRL) 

2008 3 4 2 FPM 

2009 3 4 1 RPM 

2010 3 3 2  

 
 
 
 
 

       
 

             図 8.1.1.1 波面コード化の原理図 
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 そこで、CPM を挿入したレンズに焦点はずれを与えた際に生ずる瞳関数の変化に基づいて CPM の効果を

以下に説明する。フーリエ光学によれば、インコヒーレント結像の PSF は、瞳関数のフーリエ変換の絶対平

方で表される。また、PSF をフーリエ変換すると、結像光学系の空間周波数伝達特性を表す OTF になり、

さらにフーリエ変換の性質から、瞳関数の自己相関関数が OTF になることも分かる 14)。以上の関係を図

8.2.1.2 にまとめた。 

 

         
 

図 8.1.1.2  瞳関数、PSF、OTF の間の関係（インコヒーレント結像の場合） 

 

 レンズの基本的な作用は、光波面の曲率を変換することにある。平面波を焦点に集める作用は、入射平面

波の曲率半径を焦点に向かって収束する球面波の曲率半径 f （=焦点距離）に変換することであり、物体

の像を結ぶ作用は、物体上の点から発散する球面波の曲率半径a を対応する像点に収束する球面波の曲率半

径bに変換することである。フーリエ光学で使われる薄肉レンズの近似では、入射波面の位相に次式の位相

を加える位相変調器としてレンズを扱っている 14)。ただし (x, y) は、瞳の寸法 L で規格化したレンズ面の空

間座標で、光の波長を とする。 

          L  
L2

4 f
x2  y2       (2) 

焦点ずれのレンズでは、本来ならば像距離bの面で観察すべき像を、距離d の撮像面で観察している。撮像

面を基準にすれば、曲率半径をd に変換すべきところを誤ってbに変換した状態にある。その結果、レンズ

面において次式の位相分布が余分に加わった状態にある。 

          D   x2  y2       (3) 

ここで、右辺の係数 は焦点はずれの大きさを表す規格化された量であり、デフォーカスパラメータと呼ば

れ、次式で与えられる。 

          
L2

4
1

f


1

a


1

d







     (4) 

したがって、2 次元 CPM を挿入したレンズに焦点はずれを加えた効果は、本来のレンズ作用を除いて次式

のように表される。 

      (x, y)   x 3  y3  x2  y2       (5) 
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ここで、    を用い、(5)式の右辺を整理して次のように変形できる。 

        (x, y)   (x 

3

)3  (y 

3

)3 
 2 (x  y)

3


2 3

27







   (6) 

すなわち、CPM を挿入した瞳に焦点はずれを与える効果は、CPM の平行移動（右辺括弧内の第 1 項と第 2

項に対応）と、波面の傾き（第 3 項）、定数位相の付加（第 4 項）の 3 つの効果に分解できる。 

 このうち定数位相項は、インコヒーレント光の結像特性に影響を与えないので無視できる。また、波面の

傾きは、点像の像面内での平行移動に対応しており、点像を変形させない。点像の移動は、空間周波数に比

例する線形な位相を OTF に付加するだけである。OTF の絶対値で与えられるコントラスト伝達関数（MTF：

Modulation Transfer Function）は、これによって変化を受けない。 

 後に述べた CPM の平行移動は、瞳径が無限に大きくかつ無収差ならば、像面における光の複素振幅

に直線的な位相を加えるだけであり、インコヒーレント結像に影響を与えない。すなわち、有限の瞳径と

収差の影響を無視できれば、焦点はずれを加えても、PSF に影響を与えるような実質的な位相変化は、第

３項の波面の傾き以外には生じない。これが CPM の原理である。 

軸上の色収差の効果も焦点はずれと同様に、2 乗位相分布の付加で表されるから、CPM を用いる波面コ

ード化結像システムが色収差の影響を受けにくいことも同様に理解できる。 

その一方で、同時に CPM の問題点も見えてくる。まず、第 3 項の波面の傾きは、点像を像面内で横ず

れさせ、その横ずれ量は物体距離によって異なるため、 終画像を歪ませる要因になる。 

また、結像光学系の残存波面収差が無視できない場合には、(6)式右辺括弧内の第 1 項と第 2 項、すなわ

ち平行移動する CPM が、静止した波面収差に対して相対的に位置ずれするため、両者を足し合わせた位

相分布の形状がくずれる。そして 後に、この点がもっとも重要であるが、現実の瞳径は有限であるから、

3 乗位相の横ずれにしたがって瞳内に留まる位相分布は徐々に変化する。この横ずれが無視できないほど

瞳位相変化が顕著になった場合は、やはり 終画像の劣化要因となる。 CPM の係数 が大きいほど、瞳

内での横ずれ 3   3 は小さくなるから大きな EDOF 効果が得られることが分かる。しかし、同時に

光学系のMTFを低下させることになり、MTFの値が小さいと後段の画像処理結果にアーティファクトが生

じやすくなるため、EDOF 効果と画質の間にはトレードオフの関係がある。どこまで MTF を小さくして良

いかは、撮像デバイスのダイナミックレンジと雑音レベル、そして画像処理アルゴリズムにも依存する。 

 

8.1.2 Wave-Front Coding（波面コード化法）に関する最近の話題 

(1) 位相板の最適化 

 前節で、波面コード化用位相板としての CPM の有効性と付随する問題点が明らかになった。より優れた

被写界深度拡大効果を実現するため、CPM 以外の位相板の探究が盛んである。以下にいくつかの位相板の

例を、簡単のため１次元表記で示す。 

(a) LPM（対数関数型位相板）15)：   (x)  sign(x) Ax2 (log x  B)     (7) 

(b) EPM（指数関数型位相板）16)：   (x)   x exp( x2 )      (8) 

(c) FPM（自由曲面型位相板）17)：    (x)  an xn

n1

N

      (9) 
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(d) RPM（有理関数型位相板）18)：    (x)  sign(x)an x
n

n1

N

 1 am x
m

m1

M







  (10) 

 

 このうち、とくにFPM（自由曲面型位相板）を２次元表示すると次式のようになる。 

        (x, y)  Cn m xn ym

m0

K n



n0

K

     (11) 

  (11)式の係数を 適化して作製された位相板を用いて EDOF 効果の検証実験を行った 20-26)。実験結果の

例を図 8.2.2.(1).1 に示す。上段は通常光学系で撮影した像、下段が波面コード化システムの 終画像である。

物体距離が 0.55m (  0 ) と 0.7m (  52 )の位置に被写体を置き、デジタル一眼レフの標準レンズの絞り

位置に上記の 適化位相板を挿入してストロボ照明で中間画像を撮像し、その一部(2048×2048 画素)を画像

復元して得た 終像の一部(約 1000×1000 画素)が、(c) (  0 )および(d) (  52 )として示されている。

  52 の大きな EDOF 効果が確認できる一方で、本来無地の白地部分に織地のようなアーティファクトが

目立つ。復元フィルターの設計に使用する PSF データの精度を高めることによりを、このようなアーティフ

ァクトはほとんど気にならない程度に抑制できる。 

 

          
 

図 8.1.2.(1).1 最適化位相板の光学実験結果 [20] 

上段：通常光学系、下段：波面コード化最終像。(a)、 (c)   0 、  (b)、 (d)   52 。 

 

 軸外特性の検証実験の結果を図 8.1.2.(1).2 に示す。 左側の(a)、(c)を撮像するときには、被写体をカメラ

の視野の左端に配置しており、画面の左端で画角は約 15°である。すべての場合において、手前のサイコロ

に焦点を合わせており(  0 )、後方のキーボックスが焦点はずれの位置にある (  38 )。下段の通常光学

系では判読できないキーボックスの数字を、上段の波面コード化 終像では、軸上、軸外ともはっきり読むこ

とができる 22)。カラー被写体も対象とした 近の実験結果でも、良好な実験結果が得られている 23-26)。 
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図 8.1.2.(1).2 最適化位相板の光学実験結果（軸外特性） [22] 

   上段：波面コード化最終像、下段：通常光学系。(a)， (c) 軸外（左端15°) ， (b)，(d) 軸上 

 

 

 (2) レンズの組合せによる CPM 効果の生成 

 通常の波面コード化に用いる位相変調の大きさは波長の数十倍と大きく、とくに白色光照明下では液晶パ

ネル型の空間光変調器の使用が困難である。射出成型法等で作成した位相板は、少量生産時のコストが高い

うえに、(1)式の係数が固定であるため撮像条件に応じて位相変調の大きさを変えることができない。球面収

差の大きさが等しい凸レンズと凹レンズの対を用意し、これらの光軸を相対的に横ずらしすると、ＣＰＭの

ような３次位相を生成できることが報告されている[29]。解析は Dowskiらのオリジナル論文にある曖昧（両

義性）関数の式展開を踏襲した長々しいものになっている。8.2.1 節と同様に，瞳位相の変化を表す次式を用

いれば、容易に原理を理解することができる。 

       (x   )4  x4  4 x3  6 2x2  4 3x  4    (12) 

あまり重要でない係数を除けば、(12)式の左辺が、等しい球面収差をもつ凸レンズと凹レンズを互いに  だ

け横ずらししたときの波面収差であり、その結果、右辺のようにＣＰＭの３次位相が生じ、その係数は横ず

らし量  を調節して変えられることが分かる。それと同時に、２乗項に対応する焦点移動と一乗項に対応

する波面の傾きも副産物として生ずることも分かる。 

(3) 円対称な位相板（広義の波面コード化法） 

 CPM や 適化位相板によって大きな EDOF 効果が得られるが、従来からのレンズ設計手法との整合性や

レンズ組立行程における調整の容易さから、可能であれば円対称な分布をもつ位相板が望まれる。さらに、

位相板を挿入するのでなく、レンズ自身の波面収差で円対称な位相を実現できれば、部品点数が少なくてす

み、コストも削減できる。このような理由で、レンズ設計と一体化した円対称位相板の 適化が報告されて

いる 30-32)。しかし、8.2.1 節で述べた WFC の原理を考えると、円対称位相と本来の（狭義の）WFC とは互
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いに相容れないものがある。実際に、焦点はずれに伴う MTF の変化はかなり大きい。しかし、特定の目的

を達成するためにわずかな EDOF 効果で十分な場合や、画角特性が 重要で被写界深度は通常程度確保でき

ればよい場合などには有効であろう。 

 

(4)  Wave-Front Coding（波面コード化法）の応用 

 波面コード化を用いれば、オートフォーカス焦点調節機構が不要になり、カメラ搭載機器の飛躍的な小型

軽量化が可能になる。 CDM Optics社とOmniVision Technologies社が共同開発した小型カメラモジュール

で撮影した室内・室外の美しいカラー写真、そして２次元QRバーコードの撮影例などが「光学」の解説論

文で紹介されている2)。蛍光イメージングなどバイオ関連への応用、ヒトの虹彩を利用する生体認証システ

ム24, 33-35)に加えて電子内視鏡や車載カメラへの応用など、今後の進展が期待される。 

 波面コード化法が国際的論文誌に発表されてから 15 年あまり経つが、長い間その独創的が正当に評価さ

れてこなかった。その理由の一つに、当時の撮像デバイスの性能、とくにダイナミックレンジの不足が挙げ

られる。デコンボリューションのような画像処理で満足な結果を得るのに必要な 10〜12 bit 以上の階調をも

つ撮像デバイスは限られており、NHK や天文台で使用する特殊な撮像機器のほかには、高価な冷却 CCD が

ようやく製品化された頃であった。実は、図 8.1.1 の実験結果も 12 bit 冷却 CCD を使用して得られたので

あるが、CMOS センサーに代表されるダイナミックレンジ向上と低雑音化の進展によって、現在では安価な

撮像デバイスでもこのような画像処理に十分使えるようになっている。通常のウィーナーフィルターの代わ

りに光子数制限画像に適した画像処理アルゴリズム 36)を採用すれば、さらなる応用範囲の拡大も期待できる。 

 CVD 法で作製した「空気よりも透明な」光ファイバーが光通信の普及に不可欠であったように、また、ダ

ブルヘテロ接合が半導体レーザーの発展に必須であったように、キーとなるデバイスやコンセプトが整わな

いうちは新技術や新規デバイスの潜在能力の開花が遅れてしまう。そのような状況では往々にして、「半導

体レーザーを室温連続発振させるには霞ヶ関ビル何倍分もの冷却水が必要」といった，その時代の「エンジ

ニアリングセンス」に基づいた「不可能性の証明」が「科学的」になされがちである。 

 新しい技術が世の中に受け入れられるには、原理的な優位性の存在とその正しい把握、キーデバイスの入

手、既成概念からの脱却、そして今なお我が国に不足しているものであるが，提供者側の論理ではなく利用

者側の必要性に根ざした開発姿勢が重要である。波面コード化法の応用が拡大するためにも、以上の観点か

らの一層の地ならしが求められる。 

 

（小松進一） 
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8.2 画像エンジンの動向                   

8.2.1 デジタルカメラ画像エンジンの現状 

(1)  デジタルカメラの画像エンジンとは 

デジタルカメラの画像エンジンとは、撮像素子出力にデジタル画像処理を行って写真画像を作成するため

の処理装置またはその機能を意味することばである。多くの場合、画像エンジンを搭載した半導体 LSI の写

真がカタログや雑誌等に掲載されるが、その本質は画像処理のアルゴリズムであり、メーカによる画像処理

の方向性を示す概念を意味する場合もある。1000 万画素の画像を１秒以下の処理時間で処理するには汎用の

半導体 DSP では処理能力が不足するため、画像処理専用の半導体 LSI（画像エンジン LSI）が開発されるよ

うになった。 近では、各メーカが画像エンジン名称を製品を特徴づける差別化の象徴として積極的に活用

するようになり、一般の人にもその存在が知られるようになった。 

撮像素子の出力であるアナログ電気信号は、A/D 変換されてデジタル信号となる。画像エンジンは、この

デジタル信号を画像処理して写真画像に作り、これを圧縮して JPEG 画像データとして保存する。フィルム

で言えば、露光したフィルムの潜像を現像して写真（ポジ）をつくる過程に対応する。また、画像エンジン

は、こうして作成された元画像に様々な加工処理を施したりもする。更に、画像エンジンを載せた LSI がデ

ジタルカメラの動作もコントロールすることが多い。画像エンジン LSI には高速処理が求められるが、半導

体チップサイズやコストそして消費電力とのトレードオフも問題となる。 

 (2) 画像エンジンの基本処理 

 デジタルカメラの画像形成に直接関係する構成要素には、撮影レンズと撮像素子と画像処理の３つがある。

撮影レンズは、２次元撮像素子（CCD や CMOS のイメージセンサー）上に被写体像を形成する。撮像素子の

画素数が 1200 万画素の場合には、撮像素子は縦 3000 個、横 4000 個の画素を有する。デジタルカメラは、撮

像素子の受光面上に形成された被写体像に対して、画素ごとへの入射光量を光電変換して電圧出力とし、こ

れを時系列的に読み出すとともに A/D 変換して 1200 万個のデジタルデータ（8bit～14bit）としてメモリに記

録する。ここで、デジタルカメラから取り出すデータの形式には２種類ある。一つのデータ形式は、写真と

しての画像処理が未了の撮像素子出力の生データであり、RAW データと呼ばれる。もう一つのデータ形式は、

この RAW データに画像エンジンによる画像処理を行って、写真として観賞できるようにしたものであり、

非圧縮の TIFF データや圧縮により画像サイズを小さくした JPEG データである。処理時間の中でメモリに保

存する時間のしめる割合は大きく、JPEG 方式で画像を圧縮して記録することは、画像のサイズの縮小とと

もに読み書き時間の短縮にも寄与する。多くの場合、JPEG の圧縮率は複数の中から選択できるようになっ

ており、圧縮率を大きくするほど画像が劣化するので、情報を失わないためには低い圧縮率に設定する。さ

て、前記の未処理（未現像）RAW データは、フィルムの潜像のようなものであり、パソコンに取り込んで現

像ソフトを使用してデジタル写真画像に仕上げる。デジタルカメラをデジタル一眼レフとコンデジ（コンシ

ューマデジタルカメラ）に分けた場合、現在のところ、RAW データ形式の出力を持つのは、デジタル一眼レ

フと一部のコンデジで、すべてのデジタルカメラの標準画像出力は JPEG 形式である。本件テーマの画像エ

ンジンは、デジタルカメラに内蔵された画像エンジンによりカメラ内でなされる現像処理（画像処理）と関

係づけられる。この画像エンジンの現像処理の基本的な部分を、ブロック化して示したのが図 8.2.1.(1) であ

る。 

処理の流れは、まず、撮像素子から時系列的に出力されるアナログ信号が、A/D 変換されて（例えば 14bit
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の）デジタル信号となる。このデジタル画像信号は、画像エンジンでデジタル演算による現像処理を受け、

終的にはモニタに出力されるかプリンタに出力されて、画像として観賞される。画像エンジンの も基本

的な構成要素は、ディベイヤーとも呼ばれる補間部、色空間を変更する色空間変換部、階調を変換するガン

マ変換部、人が見て好ましく感じるように調整する加工・補正部、そして出来た写真画像を圧縮する JPEG

圧縮部である。実際の画像エンジンでは、この基本構成に加えて、ノイズ除去や輪郭強調の加工処理部を有

し、更に加えて、顔認識から動画処理まで非常に広範な処理を内包している。特に 近の画像エンジンには、

フル HD動画撮影機能（フル HD 1920×1080）が標準的に装備されるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.2.1.(1) 画像エンジンの基本処理 

 

 (3) 製品としての画像エンジン  

 画像エンジンが注目されるようになったのは、メーカが、広告宣伝において、高画質化の差別化内容を印

象づけるために、画像エンジン名を前面に押し出す戦略を採るようになったからである。同一の撮像素子を

使用していても、画像エンジンが異なれば、写真画像としてのできあがりも違うので、画像エンジンは各社

の絵作りの味を反映したものとなっている。画像エンジン名は、フィルム時代のフィルム名の役割を果たし

ているとも言えるだろう。 

画像エンジン名称としては、オリンパス株式会社の TruePic、カシオ計算機株式会社の EXILIM エンジン、

キャノン株式会社の映像エンジン DIGIC、株式会社シグマの TRUE、ソニー株式会社の Bionz、株式会社ニコ

ンの EXPEED、パナソニック株式会社のヴィーナスエンジン、富士フイルム株式会社の REAL PHOTO 

ENGINE、HOYA株式会社（ペンタックス）のPRIME、株式会社リコーのSmooth Imaging EngineとGR ENGINE、

等がある。ただし、画像エンジン名は特定部品を示すものとは限らず、画像処理の包括的なコンセプトを表

す場合もある。 

 (4) ソフトウェアとしての画像エンジン   
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 RAW データは、そのフォーマットがデジタルカメラ・メーカ毎に異なっている。各デジタルカメラ・メー

カの RAW データは、それぞれのメーカ自身が提供する RAW 現像ソフト（ニコンキャプチャーnx2 やキャノ

ン DPP など）で現像が可能であるが、アドビシステムズ株式会社の Photoshop CS5 や Photoshop Elements

９他、市川ソフトラボラトリー社の SILKYPIX、DxO Labs 社 DxO Optics Pro などソフトメーカが提供する現

像ソフトでも現像が可能である。これらソフトメーカの現像ソフトは、デジタルカメラ・メーカ各社の RAW

データを現像することが可能なので、その意味で利便性が高いと評価されることもある。 

現像済みの画像を加工するソフトは、フリーソフトも含めれば多数存在する。画質評価用チャートや、評

価ソフトを提供しているメーカもあり、フランスの DxO Labs 社 1)やドイツの IE（Image Engineering）社 2)な

どが知られている。DxO Labs 社はユニークな企業で、数学者などのエキスパートによる科学研究チームを擁

し、数学的要素の高いデジタル画像処理を提供しており、画像補正ソリューションとしてレンズの複雑な収

差特性を解析して補正するソフトなども提供している。日本でも高度な画像処理を提供する TMC 社（株式

会社テクノマセマティカル）3)や、株式会社モルフォ（Morpho.inc.）4)などが高度な数学的応用を売り物に、

ユニークな展開を行っており、今後は日本でもこのようなユニークな画像処理関連の企業が増えていくこと

が期待される。 

8.2.2 デジタルカメラの市場 

(1) デジタルカメラの市場規模 

ＣＩＰＡ（一般社団法人カメラ映像機器工業会）2009 年 1 月 27 日の資料 5)によれば以下の通りである。

2008 年のデジタルカメラの総出荷実績は、ＣＩＰＡ出荷統計で初めて１億台を突破した 2007 年の実績を上

回り、数量ベースで前年比 119.3%の１億２千万台となった。タイプ別では、レンズ交換式一眼レフタイプが

968万 7千台（前年比 129.7%）、レンズ一体型においても１億１千万台（118.5%）といずれも高い伸びを示

した。2009 年は景気後退の影響もあったがレンズ交換式一眼レフタイプが１千 34万９千（前年比 106.８％）

台、レンズ一体型が約 145万台減の１億 862万 2千台（前年比 98.7%）の見通し。2010 年、2011 年のデジタ

ルカメラの総出荷は、2008 年までに比べれば伸び率が低下するものの、全体としては成長が継続するものと

見通した。このように数量の伸びが鈍化する中で、価格は低下傾向が続いており、技術の飽和傾向とあいま

ってデジタルカメラ・メーカとしては厳しさが増している。 

(2) デジタルカメラの分類 

 デジタルカメラは、大別してデジタル一眼レフカメラとコンパクトデジタルカメラ（コンデジ)に分類され

る。前者は撮像素子が大きく、APS サイズと 135 フルサイズが普通であったが、 近フォーサーズ（4/3 型）

も加わった。撮影レンズが交換できるのが大きな特徴である。後者は、フィルム時代のレンズシャッターカ

メラの流れをくむもので、撮像素子は 2/3 型以下の小サイズであり、一般にレンズ交換にも対応していない。 

近では、これらに加えて両者の中間型ともいうべきミラーレス型が生まれている。一眼レフの場合、光

学ファインダーに光を分割偏向するためのクイックリターンミラーがあるが、これをなくしたカメラなので、

ミラーレス型と呼ぶ。光学ファインダーは組み立てが難しいので、これがなくなることは、カメラが電気部

品の単なる集合体に近づくことであり、カメラが作りやすくなることである。これは、日本が得意とする「摺

り合わせ技術」の必要性を減少させる方向なので、摺り合わせによる差別化を得意とする日本にとっては、

必ずしも喜ばしいことではない。本稿執筆時点で、このミラーレス型は、日本ではシェアを伸ばしているが、

外国では伸びがまだ今ひとつの様である。 
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携帯・スマートフォンに搭載されているデジタルカメラも、画素数が 1000 万前後のものが現れ、画質も

向上してコンデジとの境界が曖昧になりつつある。構造的には、携帯・スマートフォンに搭載されるカメラ

は、モジュール化されていてキャプチャー部品の感が強い。また、携帯・スマートフォンの分野は、画像に

対してもデジタル一眼レフに於けるような画質へのこだわりは少なく、その高い通信機能とも相まって、高

度に数学的な処理を行う各種の画像処理や計算光学（coded optics）を受け入れやすい土壌にある。 

8.2.3 画像エンジンのコア技術 

(1) コア技術の現状 

画像エンジンは、単なる画像処理以外に、高精細な画像を得るためのカメラ制御「自動露出（AE）、オー

トフォーカス（AF）、ぶれ補正制御」にも関わる。このことは、摺り合わせを得意とする日本にとって有利

な条件である。以下では、AF・AE 以外で、画質の高品位化に関わる基本的なコア技術を概観してみる。 

(a)（高感度ノイズの低減） 

撮像素子性能改善と、処理アルゴ改善により、コンデジにおいても暗い室内や夜景の撮影で、ノイズを低

減したキレイな写真が撮れるようになった。ノイズ低減信号処理の改善は、撮像素子感度の向上と並行して

進められてきた。今や、高感度撮影時における高品位な絵づくりをサポートするこの機能は、すでに一定水

準に達したと考えられる。その結果、コンデジでも ISO3200 が使用可能となり、フルサイズのデジタル一眼

レフでは、ISO12800 が常用域として使用可能になった。1200 万画素の撮像素子の場合、高 ISO 感度での 18%

グレイの被写体に対する１画素当たりの電子数は、数 10 から 100 前後と推定され、光ショットノイズが電子

数の√であることを考えれば、殆ど限界に近いレベルとなっていることが理解される。そこで、更にノイズ

レベルを低減させる新たな工夫として、マルチショット撮影した 6 枚の画像を合成し、更なる低ノイズ化が

可能とするものも現れている。 

(b)（ブレ補正） 

手ぶれを検出して、レンズの一部を駆動する方式、撮像素子を駆動する方式、画像を処理してブレを補正

する方式などが開発され実用化されている。これによって、絞り２～４段分の手ブレの補正が可能とされる。

また、ブレ検出センサーで手ブレや被写体の動きを検出すると、自動的に ISO 感度を上げて、ブレの影響を

受けにくいシャッタースピードを設定する機能も実用化されている。 

(c)（光学収差補正） 

レンズの収差を補正する機能も重要である。特に、画像周辺部で問題となる光量低下を良好に補正する機

能 6)、ディストーションを補正する機能 6)、倍率色収差を補正する機能 6)は重要である。画像処理により、

これらの補正が可能となり、レンズの収差設計のバランスを改めて考える事が可能となった。しかし、究極

的な画質を追究する場合には、基本的には、オリジナルの収差性能が良好であることが求められる。2007

年 11 月株式会社ニコン発売の D3、D300 及びそれ以降のカメラでは、カメラ内の信号処理で倍率色収差を

補正する機能を有する。 

(2) 応用的画像処理技術の現状 

(a)（階調処理技術：ワイドダイナミックレンジ技術） 

実景の広いダイナミックレンジの情報を、飛ばすことなく再現しようとする技術である。各社から、いろ

いろな名称で階調処理技術が実用化されている。処理の内容も微妙に違っているが、概ねハイライト部分の

飽和レベルを広げて例えば 400%白を実現し、広がったダイナミックレンジは、γカーブのニー特性を強く

してレンジを圧縮するタイプと、画像処理でフィルムにおける覆い焼きのような処理を施し、ローカルコン
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トラストの低下を防いで階調を圧縮するタイプとに分かれる。また、露出時間の異なる複数回の撮影画像を

合成して、ダイナミックレンジを拡大する方法もある。後者では、暗部のノイズを少なくする事が可能であ

るが、動きのあるシーンでは使えない。 

(b)（人物をきれいに撮る機能） 

人物の顔の認識技術も、高いレベルのものが搭載されるようになった。これにより、人物に 適化した露

出制御やストロボ発光量の制御が可能となっている。更に、人物の顔を見分けるのみならず、笑顔など人の

表情まで識別する機能が盛り込まれた。笑顔自動シャッター機能と称して、複数枚撮影した画像から笑顔の

人物が多い画像をカメラが選んで記録する機能をもつカメラも現れた。肌のシミやしわ、くすみなどを、滑

らかに補正してキレイな肌に仕上げる機能を搭載するものもある。 

(c)（オートシーンモード） 

ポートレート、夜景ポートレート、風景、夜景、逆光、クローズアップなどシーンでは、撮影の 適設定

が異なる。従って、カメラが撮影状況やシーンを自動で認識し、自動的に 善な設定をする機能が開発され

ている。シーン認識機能も進み、画像を分析してシーン判別、顔の有無、被写体の動き、被写体の位置、三

脚使用の有無などを自動的に分析し、露出、ISO 感度、ピント、手ブレ補正、階調表現、カラーバランス、

ノイズリダクションなどの強弱を 適化する自動化も行われているようだ。 

(d)（アートモード） 

 画像の加工処理では、風景や人物を、絵画のようなタッチで、油彩・水彩などの効果を持たせて処理でき

るアート風の作画機能を搭載したカメラもある。 

(e) （その他の興味深い機能） 

カメラを振ってパノラマ撮影する機能や、3Dを作成する機能など、様々な新しい工夫が生まれている。今

後どのような新機能が開発され追加されるか興味深い。 

(3) 今後の先端技術動向 

  大きく分けて、①純粋に画像処理に関わるもの、②撮像素子の特殊機能と関連する画像処理に関するも

の、③光学系の特殊機能と関連する画像処理に関するものとに分類される。このうち①に関しては、前項の

応用的画像処理のところで述べたような諸項目の改良、モニタ・プリンタなど出力装置の能力拡大に対応し

て色域拡大やダイナミックレンジ拡大に関する画像処理における発展、RAW 画像に対する各種現像ソフトに

よるアルゴリズム改良、PC の高性能化を反映した高画質化の追究が継続するものと期待される。 

また、②の撮像素子がらみでは、画素配列の新たな工夫で解像度の自由度を増やす技術 7)、ダイナミック

レンジを拡大する技術 7)が既に実用化されている。また、撮像素子に瞳分割 AF7)を組み込んだデジタルカメ

ラも登場した。このように、撮像素子に複合的機能を埋め込むことに対応して、画像エンジンにも新たなア

ルゴリズムの開発と組み込みが必要となる。 

さらに、③の光学系とアルゴリズムの融合に関しては、コンピュテーショナルフォトグラフィ 1)に注目が

集まっている。この分野を、(a) マルチカメラを活用するタイプ、 (b)ライトフィールドを活用するタイプ、

(c) 瞳関数の変形や収差を活用するタイプ、とに分けて説明する。いずれも光学系を工夫することと、画像

処理のアルゴリズムを工夫することの両方の工夫により、従来の構成のカメラでは達成不可能な機能を実現

しようとするものである。 

 

(a) マルチカメラを活用するタイプを、見た目の違いから分けると以下の３通りである。 
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(i) （マルチカメラアレイ）カメラを２次元格子状に並べたマルチカメラ装置が実験室的に作られている。 

(ii) （複眼撮像システム TOMBO）トンボの複眼を模した複眼撮像システム 8)で、普通のカメラの代わりに

いわば超小型のマイクロカメラを２次元の格子状に並べたマイクロカメラのアレイである。トンボの複眼の

ように、マイクロレンズアレイの後方に形成された多数の小画像から高解像の画像を作成する。形状的に薄

型であり多眼視の特徴を持つ。 

(iii) （撮影レンズ開口をマルチレンズ化した撮像装置）「アドビが語る１０年後の Photoshop」9)では、焦点

ブラシと呼称する１９の小レンズを開口にもつ特殊レンズを用いて、一回の撮影画像から可変焦点面合成を

行う技術を紹介している。 

 

(b)ライトフィールドを活用するタイプ 

ライトフィールド活用するタイプは、多数の光線について、それぞれの光線の通過する位置だけでなくそ

の方向の情報も記録する事により、撮影後に、数学的な計算処理によって様々な結果を作り出そうというも

のである。撮影レンズの焦点面近傍にマイクロカメラアレイを置き、各マイクロレンズの後方に配置した２

次元撮像素子で、各マイクロレンズ毎の微小像を記録する構造を持つ。前記 TOMBO では、マイクロレンズ

が直接被写体像を記録するのに対して、このマイクロレンズアレイカメラは、撮像レンズの焦点面近傍のイ

メージフィールドをマイクロレンズアレイで記録する点が異なる。この plenoptic カメラ 10)・任意焦点カメ

ラ 11)では、例えば１回の撮影で得られたデジタル画像データから、撮影後に任意の距離にピントのあった画

像を合成することが可能である。また視点を変更したり、任意の背景ボケを再生したり、３D 対応・奥行推

定・defocus 情報獲得などの様々な処理を可能とするものである。  

 

(c) 瞳関数の変形や収差を活用するタイプ 

(i) （ウェイブフロント・コーディング 12) ）： 

これは、光学的にボケた画像を撮影し、その後そのボケを打ち消す画像処理を行うデジタル・フォーカス

技術である。結像レンズの瞳に Wavefront Coding optical element を挿入することで、意図的にシャープな

焦点を結ばせず、焦点近傍で少しぼけた像をデフォーカス方向の広い範囲に形成し（エンコーディング）、こ

の焦点の合っていない像にデジタル処理の計算（デコーディング）を施し、焦点の合った像に回復する技術

である。この方法によれば、従来の光学結像よりも焦点深度（従って被写界深度）を深くすることが出来る。 

 同技術は、既に 2008 年から量産される CMOS センサーに盛り込まれている。これは、同技術の民生用カ

メラにおける応用事例の第一号になる。携帯電話用に機構部品を排除できるメリットがあり、ピントの合う

範囲を広げるために絞りを閉じる必要がないこともメリットである。 

 (ii) （収差を活用するもの 13)）：やはり撮影後のデジタル処理で、携帯電話に内蔵される微少カメラの被写

界深度を広げる方法である。レンズ設計において、縦の色収差を増大させながら、感知できるような画質低

下を生じないようにして、被写界深度を増加させる方法を提案している。Wavefront Coding とは違ったア

プローチとして興味深い。 

(iii) （構造化された瞳形状（マスク）によるもの 14)）：符号化開口マスクを使う画像復元方式の提案である。

構造化された瞳形状（マスク）を使用してボケによる情報損失を 低限に抑え、高精度な距離計測と安定な

合焦画像復元の両立が可能とするものである。 

上記のように、特殊光学系を用い高度に数学的な処理を行うことで画像を作成する計算光学という分野は
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非常に興味深い。しかし、製品としての広範な実用化には、さらなる技術改良と同時に、どのような点をユ

ーザーメリットとして訴求していくかという製品面での追究も求められる。 

(4)  原理面の限界 

この数年におけるデジタルカメラの高感度化への技術革新は驚くべきもので、常用 高感度を ISO12800

とするカメラも現れた。しかし物理的限界も近づいており、高感度化がこれまでのペースで続くことは難し

そうだ。通常の目的にはカメラは 1000 万画素もあれば十分である。コンデジ機では画素サイズが２ミクロ

ンを切るようになり、そろそろ画素数の上限は見えてきたといえる。フルサイズや APS サイズのデジタル

カメラの画素サイズは、4～9 ミクロン（APS サイズ 1800 万画素で 4.3 ミクロン、フルサイズ 1200 万画素

で 8.45 ミクロン）なので、コンデジ機と比べれば画素数を増やして解像を上げられる余地は大きいが、画素

が微細化すれば S/N は劣化するので、カメラの目的に応じて、解像と階調のバランスをとりながらの模索は

未だ続くと予想される。 

 従来にない方式の製品化も見られた、コンデジ機に採用された「裏面照射型 CMOS」撮像素子は、画素が

3 ミクロン以下に小さくなった場合に生じる実効的量子効率低下の問題を、裏面照射型を採用して入射光の

利用効率を上げることにより解決をはかるものである。また、画素配列を一般的な Bayer 配列から変更して、

解像度優先とダイナミックレンジ優先を切り替える方式も製品化された。このような撮像素子自体の工夫に

ついては、未だ検討の余地があるだろう。 

画素サイズによる S/N 面から見ていくと、コンピュテーショナルフォトグラフィ・計算光学には、物理的

な限界がありそうだ。一眼レフタイプの大型撮像素子でさえ飽和は数万電子程度であり、2 ミクロン角以下

の画素になれば、飽和は数千電子程度となる。光ショットノイズによる物理的限界として S/N は電子数の√

で決まるので、数千電子しか含まない信号の S/N は、せいぜい５０程度になる。このようにノイズの多い元

画像信号から、デコンボリューション等の計算でピントの合った画像を合成する場合は、合成された画像の

画質において一定の限界があるだろう。このような先端技術については、技術自体の興味深さと商業性の間

にはまだ溝があるようなので、これを埋めることが今後の課題である。 

8.2.4 画像エンジンにまつわる今後の課題 

我が国の優れた技術を用いた電子機器の新製品も、市場にでてから数年で世界市場におけるシェアは急速

にダウンし、先行者利益を十分獲得出来ていない状況だという。デジタル家電は、技術が進んで機能が十分

なレベルになるまでは日本の優位が保たれるが、その後はモジュール化が進んで、値段が劇的に低下すると

いうパターンを呈しているという。そんな中で、デジタルカメラは日本のシェアがまだ非常に高い。 

今後のデジタルカメラについて考える場合、デジタルカメラをひとくくりにして論じるのは適当ではなか

ろう。デジタル一眼レフ系と携帯・スマートフォン系とでは全く異なる文化的背景を背負っている。カメラ

の場合は、他の工業製品とは異なり、文化的な側面を切り離して技術だけを論じることは適当ではない。 

携帯・スマートフォンに内蔵されるカメラは、ブロック状のカメラモジュールであり、カメラというより

画像キャプチャー部品である。携帯・スマートフォンの文化は、手軽にキャプチャーした画像を加工・共有

して楽しむネットと一体になった新映像文化であり、いわゆる従来のカメラの文化とは異なる。静止画の画

像を加工して、話しことばに合わせて顔の表情を変えるソフトなどもあり、その画像処理の内容と種類には

驚くばかりである。この携帯・スマートフォンカメラ文化の特徴は、システムのオープン性にあり、世界中

の有能なプログラマー達がアプリソフトを次々と産み出していて、こんなことが簡単にできるのかと遊んで

いて楽しい。殆どコンピュータ画像処理だけの世界で、米国勢の圧倒的優位は否めない。この新しい分野で、
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日本がそのオリジナリティを発揮して、どのような技術的・文化的貢献が出来るかは、今後の大きな課題で

ある。このように、携帯・スマートフォンは通信・記録・画像アプリ・検索などの領域で新しい画像文化を

築きつつある。これらの技術や思想が、既存のデジタルカメラ文化に大きな影響を与えていくことは間違い

ないであろうが、どのような形でこれを取り込み画像エンジンに反映していくかは、今後の日本の大きな課

題である。 

米国のデジタルカメラ関係者の多くに見られる特徴的な思考形式は、カメラ部を単なるキャプチャー手段

と捉えて、とにかく日本にはいいキャプチャーマシンとしてのカメラを作って欲しい、そして質の高い生の

データを出してくれれば、後は米国を中心に世界の優秀なプログラマー達が自由自在に画像処理を行いまし

ょうというものである。そして、その目的に沿うように RAW データの規格を決めていきたいと主張する。

日本としては、そんな状況を十分に認識して独自の画像エンジンにこだわっていく必要があるだろう。 

現在までのところ、携帯・スマートフォンカメラは当初心配されたほどコンデジ市場を侵食していないよ

うに見える。カメラとしての使い勝手の差は歴然としていたので、携帯・スマートフォンカメラとコンデジ

は使い分けられていた様だ。しかし、コンデジとの画質差は縮まりつつあり、融合型も現れ始めていて、今

後の展開は予断を許さない。性能的には飽和感のあるコンデジの領域で、今後どのようにしてユーザの心を

くすぐる製品を提供できるかカメラメーカの知恵が試されている。 

従来型のカメラ文化は、一眼レフカメラを中心とするものである。フィルム時代からの一眼レフカメラ文

化が、デジタル一眼レフカメラ文化に形を変えてきたが、 近のデジタル一眼レフカメラ市場の著しい拡大

と相まって、少しずつ内容が変質してきているようだ。このデジタル一眼レフカメラ領域こそが、日本得意

のいわゆる摺り合わせ技術が生かせる領域であり、現在でも日本が世界シェアの大半を有していて、日本の

カメラ技術とカメラ文化が世界のカメラ文化に貢献してきた領域である。今後も十分な開発パワーを振り向

けていく必要がある。 

 

(1) デジタル一眼レフ分野と摺り合わせ技術 

一眼レフカメラは単なる工業製品ではなく、趣味性の面など文化的な広がりまで含めたいくつもの側面を

持つ。工業製品の面では一国産業の見本市ともいうべき内容を有しており、光学でも、メカでも、エレキで

も様々な 先端技術に真っ先に取り組んできた。中でもメカと光学の分野は、高度にアナログ的で、まさに

摺り合わせ技術による差別化が非常に有効な領域である。撮影レンズ製造技術は、レンズの研磨から高性能

反射防止コーティング、鏡筒の微妙な調整まで高度にアナログ的で、摺り合わせ技術の典型である。メカ部

分にも、超音波モーターや防振制御から高耐久シャッターなどに到るまで、アナログ的な摺り合わせ技術が

ふんだんに盛り込まれている。エレキ部分については、デジタル化で摺り合わせ技術の必要性が低下したと

ころもあるが、撮像センサーの感度向上にしても、ノイズ低減にしても、量産性向上にしても、高度にアナ

ログ的な摺り合わせの技術の生きる領域が残る。 

カメラの画像エンジン LSI の役割としては、画像処理のみでなく、これらの光学・メカ・エレキの諸要素

をコントロールする機能も重要である。これら光学・メカ・エレキに関する要素技術を発展させ続ける限り、

画像エンジン LSI は、摺り合わせ技術のかたまりであるこれら周辺要素と関わりを持ち続けることになる。

このことは、日本の優位性を維持するための好条件となるが、逆に画像エンジン LSI の優位性を保つ意味で

も、光学・メカ・エレキの要素技術の新たな研究開発に、これまで以上に注力する必要がある。 
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 (2) 画質と文化 

単に、摺り合わせ不要なモジュールの組み合わせで、デジタル一眼レフを製品としてまとめ上げることは

難しいことを述べた。勿論、過去の膨大な交換レンズの存在も新しいメーカの参入障壁になっている。趣味

性に関する作り込みの面でも、特に日本のユーザの厳しい要求に応えることが、一眼レフカメラを単なる工

業製品ではなく、工芸品としての側面を持つ競争力のある製品に仕上げてきた。デジタル一眼レフの画像エ

ンジンの問題を考える場合、２つの側面を念頭に置く必要がある。第一は技術的側面であり、第二は文化的

側面である。写真画像は 終的には人間の感性的な判断にゆだねられるものである。技術的側面だけとらえ

て、文化的な側面・感性的な側面を見ないとすれば仏作って魂入れずとなる。デジタル一眼レフは、この点

が多くの工業製品と一線を画するものであることをまず念頭におく必要がある。 

画質を決定づけるのが画像エンジンの性能である。画質の評価は、大いに感性的側面・アナログ的側面を

持ち、文化的要素も入ってくる。国による好ましい表現の微妙な違いもある。フィルム生産量の減少ととも

に、時間をかけて築き上げられたフィルム文化の遺産が喪失していくのも気がかりなことである。写真画像

の絵作りにも、摺り合わせ的要素もあるのではなかろうか。日本人は、古くから独特の絵心や微妙な色あい

を感じる感性を磨いてきている。単なる画像のキャプチャーマシンに終わらず、この文化的伝統を十分生か

し、その上に立って画質向上の開発を行うことが画像エンジン開発者の責務だろう。 

(3) 国際標準・国際規格 

RAW データに関連する規格問題が ISO で議論されている。この RAW データは、現在のところデジタル

カメラ・メーカ各社の独自規格であり、そのフォーマットは現在のところ統一されていない。他方 RAW デ

ータについては、米国などの各種団体から規格化の要望があり、ISO12234-2 TIFF/EP では RAW ファイル

の国際規格の検討が進められている。これに対しては、現在のところ、日本は静観の立場を取っている。日

本の各メーカは、開発の自由度に制約が生じかねないこのような規格化への対応には消極的である。標準化・

モジュール化による標準設計では、既存の設計ルールに制約を受けるため、高度な設計が出来なくなる恐れ

もある。 

他方、デジタルカメラの通常の画像出力については、日本発の Exif・DCF 規格でオープンな土俵を作り、

その中で各社独自に工夫を凝らしたことが日本のカメラが世界を席巻した理由だともいわれる。ユーザとし

て使う立場からすれば、標準化は互換性の面でも、将来に渡って読み取り可能性を保証する意味でも、重要

なことであり、出来るだけ制約を少なくしてイノベーションを盛り込む余地を残したいメーカの希望とのバ

ランスを取った今後の展開が望まれる。また規格には特許がからんでいる場合が多いので、特許問題を 小

限にした日本発の規格で、産業競争力を強化していく必要もある。 

欧米では、コンセプトを提示して規格を立案することが評価され、またそれを得意とする人も多く、個人

レベルで積極的に活動している人も見受けられる。これに対して、日本では規格に関わることが評価につな

がることは少ないようである。国として、日本の開発者のコンセプト立案能力を高める教育努力を行うとと

もに、規格立案や標準化活動に対する社会の評価を高くする環境づくりから取り組む必要があるだろう。 

 

(4) 画像関係のベンチャー企業の育成と人の育成 

写真の画像処理と言えば、Photoshop が世界的によく使われており、米国のアドビシステムズ株式会社が

有名である。フランスの DxO Labs 社もユニークな会社で「高画質の世界的代名詞’DxO ブランド’をめざ

して」と Web の企業情報に記載がある。それによると DxO Labs 社は画像処理技術を基盤に R&D を継続し
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様々な革新的テクノロジーを生み出したとしている。Technical Advisor にフィールズ賞受賞者が出てくるよ

うだ。 

日本でも、高度な数学的応用を売り物にするアカデミックな香りのする画像関係のベンチャーとして、

TMC 社や株式会社モルフォなどの名前を聞く。欧米のこの分野の現状を見るにつけ、日本の数学関係者に

は、これまでにまして画像分野で貢献いただけるようにお願いしたい。ソフト開発力・アルゴリズム開発力

に関しては、残念ながら欧米の後塵を拝している。 

しかし、これも文化的風土の問題があって一朝一夕での解決は容易ではない。子供の頃から筋道立てた論

理性を養い、コンセプトを自ら構築できる能力を身につけられるような教育を行うことが必要である。米国

スタンフォード大学などでは、日本では企業が取り組んでいるような実践的な画像問題に取り組んでいるよ

うである。日本の大学にもより実践的なテーマに取り組んで欲しい。 

画像エンジンを開発するといってもそこに何を盛り込むか、結局は人の問題に帰着する。開発者個人の能

力や知恵そして文化性がますます必要とされる時代になっている。価値を生み出す源泉は、個々の人材の知

恵に収斂しつつあると言う人もいる。画像エンジン開発もたどるところ結局は人に帰着する。 

米国では、１００以上の大学で写真に関する教育課程があると聞く。日本ではそれに相当する教育がどの

程度なされているのだろうか。日本の光学教育・写真画像教育の充実と、それに関連する文化風土の醸成が、

終的には画像エンジンとして花開くという側面を忘れてはならない。またエンジニアが安心して思い切り

能力を発揮できるような社会的環境及び企業内環境作りも忘れてはならない。 

以上、おわりの部分については一研究者としての個人的見解を述べさせてもらいました。必ずしも技術戦

略論に詳しい関係者の標準的見解とはなっていないかとも思います。その点を念頭に置かれて読まれること

をお願いいたします。 

                                       （歌川 健） 
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第 9 章 光通信機器 

 

 YouTube や IPTV など、映像情報のトラフィックの増大により、インターネットトラフィックは、今後も

２年ごとに２倍の伸びを続けると言われている。このように増加する情報をハンドリングするため、光通信

ネットワーク分野においても、種々の新たな技術開発が進められている。1966 年に Kao, Hockman らによ

って提案された光ファイバ伝送は、多くの研究者、技術者の検討により、現在では、光ファイバ１本あたり、

Tera-bit/s の領域にまで達している。しかし、光ファイバの持つ波長帯域幅や大入力光パワーによる光ファ

イバの溶融などを考慮すると、従来の IM/DD(Intensity Modulation/Direct Detection) 伝送方式では、そろ

そろ限界に近づきつつある。これを克服するため、多値変調、マルチコアファイバやモード多重などの新た

な伝送技術の開発が進められている１）。一方、光ネットワーキングの切り口で見ると、これまでの Point to 

Point から、リングネットワーク、さらにはメッシュネットワークへ拡張していく。上記の光ファイバ１本

あたり伝送する大容量の情報を低コストでハンドリングするため、できるだけ O/E、E/O を介さず光のまま

でルーティングする必要がある。このため、従来の波長多重伝送（WDM）を用いたスタティックな光ネッ

トワークから、ROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)を用いた動的な光パスネットワー

ク実現に向けた研究開発も進められている。ここでは、光学機器という切り口で、上記した技術から、マル

チコアファイバ、WDMフィルタ（AWGなど）さらには今後の光ネットワークのキーデバイスとなるROADM

デバイスについての動向について述べる。 

（上塚 尚登） 

9.1 マルチコアファイバ 

 

9.1.1 背景 

1985 年に光ファイバを用いた本格的な伝送路として、日本縦貫網システムが構築された。その時の光ファ

イバ 1 本当たりの伝送容量は 400Mbit/s であったが、その後、各種光ファイバ、高性能な半導体レーザとそ

の受信器、更に、WDM 伝送及び光増幅技術等の開発により光ファイバの伝送容量は拡大し、2007 年に実用

化された幹線系システムでは 1.6Tbit/s に達し、この 22 年間で 4000 倍に増大した。一方、日本国内のイン

ターネットトラフィックは、近年の動画配信需要の拡大により増加の一途をたどり、総務省の報告によれば

2010 年 5 月の時点で 1.45Tbit/s に達し、ほぼ年率 40％で増加している 1）。この現状を踏まえ、これから先

20 年のトラフィック需要を予測すると、動画の超高精細化や 3D 化を含む超臨場感通信等の普及も考慮する

と、それに対応する幹線系の伝送容量の伸びは、現在に比べ４桁～5 桁を超えるものになるとも予想される。

そのため、その要求に耐える伝送インフラ整備の必要性がクローズアップされている。ところで、光ファイ

バ 1 本当たりの伝送容量は、光増幅の帯域制限やファイバへの入力光パワー制限により現状技術の延長線上

では、あと数 10 倍（1.5 桁）の 100Tbit/s で限界に達すると予想されている。しかしながら、上述したよう

なトラフィック需要の伸びを想定すると、光ファイバの伝送容量の余力だけでは 10 年で限界を迎えること

になる。そこで、10 年先の光通信インフラを担う光ファイバ伝送路や伝送・ノード技術等を飛躍的に発展さ

せる新たな技術が必要になってきた 2）3）。 

以上の背景を踏まえて、2008 年１月に（独）情報通信研究機構において「光通信インフラの飛躍的な高度

化に関する研究会」（EXAT：Extremely Advanced Transmission）が、産学官の連携で発足した。その研究
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会において、光ファイバ 1 本当たりペタビット級の伝送を実現していくための 3 つの M の技術が提唱され

ている 2）。 初の M は、マルチコア（Multi-core）構造を持ち空間分割多重伝送を実現する新規な光ファイ

バ（マルチコアファイバ）技術である 4）。また、2 つ目の M は、無線の分野で導入されている MIMO 等の

多入力多出力による情報量の増大技術を、光ファイバ伝送路において展開するマルチモード（Multi-mode）

多重伝送技術である 5）。更に３つ目の M は、これも無線伝送で行われている高い周波数利用効率を有する多

値変調方式（Multi-level Modulation）伝送およびそれに関連する伝送処理技術等である 6)。これら技術にお

いて、それぞれが伝送容量を１桁（10 倍）に増大させることが可能になれば、合わせて 3 桁（1000 倍）の

潜在的伝送能力の向上を光通信インフラに対して与えることが期待できる。 

本項では、上記 3 つの M の技術の中から、現在、 もその検討が進んでいるマルチコアファイバの 新

技術動向について報告する。 

 

9.1.2 マルチコアファイバ技術 

 現在、光通信用伝送路に広く使用されている通常の光ファイバの構造は、光が伝搬する屈折率が高いコア

部とその周りを取り囲むクラッド部からなり、コア部とクラッド部は同心円上の位置関係になっている。一

方、マルチコアファイバは図 9.1.2.1(b)に示すように複数のコアを持ち、また、コアの位置もクラッドに対

して同心円上にない場合がほとんどである。マルチコアファイバの個々のコア部は、通常の光ファイバのコ

ア部と同様に GeO2 を添加してその屈折率をクラッドに対して上げた構造になっている。また、コア部が純

粋石英で、クラッド部に空孔を多数配して実効的な屈折率を下げて光ファイバの構造を構成するマルチコア

フォトニック結晶ファイバの報告例もある。一方、前述した GeO2 を添加したコアをもつタイプは、充実構

造のためソリッドコア型マルチコアファイバと呼ばれることもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1.2.1 マルチコアファイバの構造 

マルチコアファイバの伝送動作状態には、コア間の結合を積極的に利用する「結合型マルチコアファイバ」

と、個々のコアを独立に単一モード伝送させる「非結合型マルチコアファイバ」の 2 週類がある 2）。結合型

はスーパーモード間の直交性を利用してモード多重伝送を行うことにより大容量伝送を可能とするが、モー

ド多重化するための合分波技術が必要である。一方、非結合型ではコア間の結合（クロストーク）の発生を

抑制するための工夫が重要で、伝搬定数が等しい同一コアを用いた場合は、結合長を想定伝搬距離に対して

十分長くしておく必要がある。また、伝搬定数が異なる異種コアを用いると結合長は短くなるので、その結

合効率の 大値のレベルが受信光レベルに対して十分小さくなるような設計が必要となる。その他の項目を

含め、結合型と非結合型のそれぞれの特徴を表 9.1.2.1 にまとめて示す。両者には一長一短があるが、ファ

コア クラッド コア クラッド

（a）通常のファイバ （ｂ）マルチコアファイバ

コア

（ｃ）マルチコアフォトニック
結晶ファイバ

クラッドコア クラッドコア クラッド コア クラッドコア クラッド

（a）通常のファイバ （ｂ）マルチコアファイバ

コア

（ｃ）マルチコアフォトニック
結晶ファイバ

クラッド
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イバへの入射パワー耐性を改善する（耐低非線形性）ことが出来るが信号光間の結合モードの処理が難しい

結合型か、基本的に信号光間の結合モードが小さく実用上問題にならないが、ファイバ内の空間多重度が低

く、また、個々のコアに関しては耐低非線形性の改善の効果がない非結合型のどちらを選択するかが議論の

分かれるところである。ただし、本報告書の執筆時おける研究開発動向で判断すると、非結合型の開発の方

が活発である。そこで、以下は、非結合型マルチコアファイバの開発状況を中心に報告する。 

 

表 9.1.2.1 結合型と非結合型マルチコアファイバの特徴 

項　目 結合型 非結合型

伝送方式
結合モードを独立して伝送チャンネルとし
て使用

個々のコアを独立な伝送チャンネルとして
使用

実効断面積
（Aeff)

空間コア密度を高めて拡大可能 拡大の寄与効果なし

課　題 結合モードの合分波技術
コア間の結合を回避しつつ、コア実装密度
を高めるファイバ構造設計技術

対　策
コア/クラッド間の比屈折率差を大きくし、
コア間隔を小さくして強結合状態にする

構造パラメータが異なる（異種）コアを配
置した構造を適用する  

 

9.1.3 非結合型マルチコアファイバ 

非結合型マルチコアファイバにおいて重要な特性はクロストーク特性である。マルチコアファイバにおけ

るクロストーク特性は近接するコア間の距離に依存し、その距離が短くなるとクロストーク特性は劣化する

が、距離を長くしすぎると有限のマルチコアファイバ断面内に配置することが出来るコアの数が減ることに

なり、空間多重効率が低下する。つまり、非結合型マルチコアファイバにおけるクロストーク特性と空間多

重効率はトレードオフの関係にあるので、両者の特性を望まれるレベル以上に維持するためには、ファイバ

構造の 適な設計が重要となる。上記問題を解決するために、コアごとにそのパラメータを僅かに変えて伝

搬定数に差を与えることで、クロストーク特性を大幅に改善できることが報告されている 4)。制御するコア

のパラメータとしては、比屈折率差、コア径が検討されている 7）8）9）。コア径が僅かに異なる 2 つのコアの

伝搬モードの結合係数について、有限要素法を用いて検討した事例を図 9.1.3.1 に示す。本例では、コアの

比屈折率差Δ＝0.7％、コア径ｄ＝6 ㎛、波長 1.55 ㎛について検討している。コア間距離（Λ）をパラメー

タにして、規格化コア径差δｄ/ｄに対する結合係数で評価を行い、コア径の差が 1％程度でも結合係数が 10-8

以下と非常に小さくなることを示唆している。次に、本結果を基に試作したマルチコアファイバのクロスト

ーク特性について紹介する。試作マルチコアファイバの断面写真を図 9.2.3.2 に、その構造パラメータを表

9.2.3.1 に示す。ここでは、コア数は 7 個で同じで、コア径とコア間隔が異なる 2 種類のマルチコアファイバ

を試作している。これらのファイバについて、それぞれのクロストーク特性のファイバ条長依存性について

調べた結果を図 9.2.3.3 に示す。クロストーク特性は、片端から中心コアに測定光を入射させ、もう片端の

中心コアと外側コアの出射光強度比率で評価している。クロストーク特性には条長依存性が見られ、条長が

長くなるほど特性が劣化しているが、その劣化度はコア間距離が大きいファイバ A の方が少ないことが示さ

れている。また、ファイバ A は条長 100km 程度でも非常に小さいクロストーク特性を維持できることが推

定される。以上より、コアのパラメータ（ここでは、コア径）を僅かに変え、更に、コア間隔を 40 ㎛程度

にすれば、100km 程度の伝送において、実用上問題のないクロストーク特性を実現できる可能性があること
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が示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1.3.1 結合係数のコア径差（δd/d）依存性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1.3.2 試作マルチコアファイバの断面写真 

 

表 9.1.3.1 試作マルチコアファイバ構造パラメータ 
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図 9.1.3.3 試作マルチコアファイバのクロストークの条長依存性 

 

マルチコアファイバのクロストーク特性を改善する方法として空孔アシスト型構造を適用することも検

討されている 10）。図 9.1.3.4 に、コアの周囲に 6 個の空孔を有する空孔アシスト構造を 2 つ並べて配置した

マルチコア空孔アシストファイバ（MC-HAF）の一例を示す。図において、コア直径は 2a、コアの比屈折

率差はΔ、空孔間隔はΛ、空孔直径は d、コア間隔は D である。図 9.1.3.5 に空孔間隔Λ=9.0、10.0、11.0

㎛とした場合のコア間の結合長の空孔直径(d)依存性を示す。空孔直径(d)を大きくすることで結合長を指数

関数的に大きくすることが可能となること示されている。図中の破線は波長 1260nm における第一次高次モー

ドの漏洩損失が 1dB/m となる構造を表している。空孔間隔（Λ）を 11㎛とし、d/Λ=0.59 とすれば、結合長

を 40km 以上にすることが可能であることがわかる。以上より、空孔がない従来型のマルチコアファイバに比

べて MC-HAF では、コア間に空孔が存在するために、コア径(d)や比屈折率差(Δ)を変えることをしなくて

も結合長を長くする（クロストーク特性を良くする）ことができることが示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1.3.4 マルチコア空孔アシストファイバ 
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図 9.1.3.5 結合長の構造依存性（λ=1550nm） 

 

次に、マルチコアファイバの損失特性の検討について紹介する。マルチコアファイバは従来のファイバに

比べ高密度な空間多重を実現できるファイバであるが、大容量伝送を可能にするためには、その伝送損失も

従来ファイバと同等であることと、同時に低非線形である（Aeff が大きい）ことも求められる。Aeff の拡大

と低損失化（特にマイクロベンド損失増対策）にはトレードオフの関係があり、両者を両立させることは従

来のシングルコア型ファイバにおいても重要な課題であったが、マルチコアファイバにおいてもそれは同様

に大きな課題である。本課題についての検討例について紹介する。ここでは、コア径の異なる 3 種類のコア

を交互に組み合わせたマルチコアファイバにおいて、図 9.1.3.6 に示すようなファイバ外径が異なった 2 種

類のマルチコアファイバを試作し、その伝送損失を検討している 11）12）。ファイバ構造は 7 コアのマルチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1.3.6 試作マルチコアファイバ 

（Fiber#1：外径 141 ㎛、Fiber#2：外径 215 ㎛） 
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コアファイバで、図中の 3 か所の空孔（黒い部分）はコア位置認識用のマーカーである。2 種類のファイバ

の伝送損失を図 9.1.3.7 に示す。伝送損失の評価はそれぞれのファイバにおいて、中心コア A と、外側のコ

ア B,C について行っている。ファイバ外径が 141 ㎛の損失では、各コアにおいて波長依存性があるマイクロ

ベンド損失増加が見られ、特に外側コア B,C において顕著であることがわかる。一方、ファイバ外径が 215

㎛においては、同様の損失増加が十分抑制されている。以上より、マルチコアファイバにおいては、マイク

ロベンドによる損失増加対策を行うことが重要で、外側のコアに対してファイバ外径を大きくする（クラッ

ド厚を厚くする）等の対策が有効であることを示している。このことは、マルチコアファイバにおいて低損

失は特性を得るためには、コアが存在する位置に対してあるクラッド厚を持った領域が必要なことを示唆し

ており、マルチコアファイバの空間多重度を制限する重大な要素になる可能性がある点に注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1.3.7 マルチコアファイバの伝送損失 

 

9.1.4 マルチコアファイバの今後の技術的課題 

 マルチコアファイバの実用化を図るためには、これまで述べたファイバ本体に関する課題以外にも解決し

なくてはならない課題がある。現時点で予想される課題は、接続技術、信号光の入出力に必要なパッシブ部

品技術、そして、光増幅技術等があげられる。これら技術については、いずれも検討が開始された段階であ

るが、簡単にこれら技術の現状について紹介する。 

まず、接続技術についてはマルチコアファイバにおいても融着接続とコネクタ接続の 2 つ技術が必要にな

ると考えられる。従来のシングルコア型ファイバにおいては、ファイバ側面方向から観察した画像情報から

コアの位置を割り出し、接続するファイバ同士のコアを調芯して融着接続をしていたが、マルチコアファイ

バにおいてはそれぞれのコアの位置を同様な方法で識別することが困難である。可能性の残る方法としては

偏波保存ファイバで用いられているファイバの回転機構を用いた調芯方法の適用が考えられるが、調芯時の

情報としては信号光のパワーモニタ法、または、ファイバ端面の画像認識法を用いる方法等が報告されてい

る 2）。しかし、いずれも現状のファイバ融着接続器に新たな機能の追加が必要となる。また、コネクタ接続

においては、接続するファイバ同士の中心軸だけでなく、軸周りの角度を合わせる必要がある。そのために

は、やはり一部偏波面保存ファイバ用に開発されているコネクタ技術の応用が期待されるが、コネクタのよ

り一層の高精度化も必要となる。パッシブ部品については、マルチコアファイバの信号光ファンナウト用に
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マルチコアファイバのコア数に対応したシングルコアファイバを束ね、その先端をテーパー状に加工しマル

チコアファイバのコア位置と合わせた形状のものが報告されている 13）。  

マルチコアファイバ用光増幅技術としては、上記で述べたマルチコアファイバ用パッシブ部品を用いて各

コアの信号光を空間的に分離し、それぞれの光を従来の技術で光増幅を行う方法（コア分離型）がある。本

方法では増幅器のコストがコア数に比例して増加する、増幅器全体をコンパクトに実装するのが困難（増幅

器のスペースが大きくなる）等の問題がある。それに対して、マルチコアの光を一括して増幅する方法（一

括増幅型）では、上記問題は解消できる 14)。一括増幅の方法としては、ファイバレーザ等の励起で用いられ

ているダブルクラッド型のファイバ構造をマルチコア増幅用のファイバに適用する方法が期待される。 

       

（大薗 和正） 
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9.2 WDM フィルタおよび ROADM 

 

9.2.1 背景 

図 9.2.1 に光ネットワークのトレンドを示す。WDM システムの導入当初は、２つのノードを結ぶ

Point-to-point 伝送であり、それまでの伝送容量増加の手段であった時間軸の多重化方式（TDM）に対して

新たに波長軸を用いた多重化方式（WDM）を用いることで伝送容量の増加に主眼がおかれた。この方式は、

送信側で１本の光ファイバに 40 波～100 波程度の近接した（周波数間隔で 100GHz、波長間隔で約 0.8nm）

波長を合波し、その後、受信側でこれらの波長を分波するものである。例えば１波長あたり 10Gbit/s の信号

が伝送されている場合、100 波では 1Tbit/s の情報を１本の光ファイバで伝送できる。本方式は、陸上コア

システムや光海底システムで大きな威力を発揮した。このシステムを具現化した光デバイスの１つが WDM

フィルタである。当初、約 0.8nm の波長間隔で配置された光を低損失、低クロストークで合分波できる WDM

フィルタが無く、以下に述べる、ガラス導波路  (PLC: Planar Lightwave Circuits)を主体とした

AWG(Arrayed Waveguide Grating)が新たに開発された。AWG は WDM フィルタとして現在主流の光デバ

イスであり、実用システムに用いられている。 

 

 

図 9.2.1 光ネットワークのトレンド 

 

Point-to-point 伝送は、２つのノード間を結ぶ方式であり、途中のノードで情報をやり取りしたい場合に

こたえるため、幾つかの波長を分岐・挿入する OADM (Optical Add/Drop Multiplexing)方式が導入された。

本方式の用いられるキー光デバイスが、OADM デバイスである。本 OADM 方式は、リングネットワークに

おいてコストパーフォーマンスに優れていたため多く導入された。 初の方式は、Fixed OADM とよばれ、

上記した WDM フィルタを対向させたものが用いられた。しかし、本方式では、分岐・挿入する波長は固定

されていたため、時代と共に変化する情報容量のトレンドに柔軟に対応できない。このため ROADM とよば

れる方式が導入された。本方式のキー光デバイスである ROADM デバイスは WDM フィルタや光スイッチ

により構成された。今後は、メッシュネットワークへ対応するため、多くの入出力ポートを持ち、更には、

波長可変レーザや多値変調方式を用いた送／受信機（TX/RX）に対応するため、新たな機能の ROADM デ
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バイスや PXC(Photonic Cross Connect)デバイスが必要になってくる。ここでは、光ネットワーク構築に不

可欠な WDM フィルタと ROADM デバイスについて述べる。 

 

9.2.2 WDM フィルタ 

図 9.2.2 に WDM フィルタの種類を示す。分波間隔が 1000GHz 以上の Coarse WDM に用いられる

WDM フィルタとしては、多層膜フィルタが主流である。一方、分波間隔 100GHz 以下のものは、特に

Dense-WDM と言われ、多層膜フィルタの他に、ファイバ Bragg グレーティング、ホログラフィック

Bragg グレーティング、レリーフグレーティング、AWG(Arrayed Waveguide Grating)に大別される。

AWG がコストおよび性能の点で優れており、現在、実用システムに多く用いられている。一方、ROADM

デバイスにおいては、WDM フィルタとしてレリーフグレーティングも用いられている。 ここでは、

AWG を中心に述べる。 

 

 

図 9.2.2 WDM フィルタの種類 

 

(i) 多層膜フィルタ 

ガラス基板上に波長オーダの膜を周期的に積層することで、ある波長の光のみを反射させること

ができる。分波間隔が狭く、多くの波長を分離する必要がある Dense-WDM についてはコスト高と

なるため、あまり用いられない。 

(ii) ファイバ Bragg グレーティング 

光ファイバを高圧の水素ガスの中に放置しておき、その後 248nm 程度の紫外線を照射すると、光

ファイバコアの屈折率が増加する。これを利用し、光ファイバの上部にフェーズマスク２）あるいは

２光束干渉露光することにより、光ファイバに波長オーダーの屈折率の周期（Λ）構造を形成できる。

この Λ を変化させることで、Bragg 反射波長を変化でき、サーキレーターと共に用いることで、分

波間隔が 100GHz 程度の WDM フィルタを実現できる。本 WDM フィルタは、Fixed Add/Drop に
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用いられていたが、波長分散が大きいという欠点があり、高速システムには用いられていない。 

(iii) ホログラフィック Bragg グレーティング 

ホログラフィック Bragg グレーティングは、石英ガラスなどの基板上に塗布された感光性材料に

２光束干渉露光することにより形成される。 

(iv) レリーフ型グレーティング 

ファイバ古くから機械的に刻線を形成したグレーティングとして用いられている。近年では、フ

ォトリソグラフィーと RIE を用いた微細加工技術により量産されている。WDM フィルタ単体とし

てよりも、後述する MEMS ミラーなどと一緒に ROADM デバイスの構成要素として用いられてい

る。 

(v) Arrayed Waveguide Grating(AWG) 

AWG は屈折率の高いコアをそれよりも低い屈折率を持つクラッドで埋め込んだ導波路型デバイ

スの一つであり、フォトリソグラフィーや RIE(Reactive Ion Etching)などを用いた微細加工技術で

製造される。素子寸法を小さくすることで、１ウエハから多くの素子を取得できるため、低価格化

が実現できる。チューナブルレーザのようにレーザと AWG を集積する場合は、半導体材料が用いら

れるが、WDM フィルタのように光受動部品として用いる場合は、石英ガラス材料が主流となってい

る。 

AWG を構成する一定の長さだけ異なる導波路アレイが角度分散エレメントとして作用するこ

とが、1988 年に M. Smit3）により報告された。H.Takahashi4）は、本導波路アレイと円柱レンズを

用いて WDM フィルタとして機能することを示した。一方、1989 年に Dragone5）によって導波路型

の NxM スターカップラが報告された。その後、この NxM スターカップラと導波路アレイを集積す

ることで現在の AWG となった 6)。AWG は、他のグレーティングと異なり、導波路アレイの長さを

大きくすることで回折次数を大きくとることが可能となる。このため、小さい寸法で波長分解能を

向上できる利点を有する。 

実用システムを考慮すると、低損失の他に、偏光状態によって損失が変化しないパラメータであ

る PDL(Polarization Dependent Loss)が小さいことが必要である。更には、Add/Drop されない波

長の光は多くのノードを通過するため、各 AWG の波長レスポンスが掛け算で効いてくる。このため、

通過波長域がフラットなレスポンスが要求される。図 9.3.3 には、フラットトップなレスポンスを持

つフィルタを多段につないだときの波長レスポンスを示す 7)。波長レスポンスが完全な矩形スペクト

ルでないため、多段につないだ場合、通過バンドが狭くなる。フラットトップでないレスポンスの

場合は通過バンドが急激に狭くなり、変調により広がった光スペクトルが削られるため、S/N 比が劣

化する。 
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図 9.2.3 フィルタを多段につないだときの波長レスポンス 

 

ポリマーや半導体材料と比較し、石英ガラスは屈折率の温度変化や熱膨張係数が小さいものの 

0.01nm/℃中心波長が変化する。このため、ヒーターや Peltier 素子により温度コントロールされる。

しかし、電力を必要とするため、温度無依存化が望ましい。図 9.2.4 に、温度無依存 AWG の構造の

一例を示す。スラブ導波路に楔形のスリットを形成し、その中に石英ガラスを反対符号の屈折率温

度依存性を持つ材料（例えばシリコン樹脂）を挿入させることで、温度無依存化を実現できる。図

9.2.5 に、温度を変化させたときのスペクトルレスポンス(a)と中心波長の変化(b)を示す 8)。温度無依

存 AWG の場合は、外部温度が 0℃～65℃まで変化しても中心波長は、ほとんど変化しない。 

 

 

図 9.2.4 温度無依存 AWG の構造の一例 
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  図 9.2.5 温度を変化させたときのスペクトルレスポンス(a)と中心波長の変化(b) 

 

一方、素子寸法の小型化のためには、コア‐クラッドの比屈折率差 Δ を大きくすることが有効で

ある。図 9.2.6 は、比屈折率差 Δ と素子寸法の関係を示す。なお、素子寸法は 0.8%Δ の導波路で規

格化している。2.5%以上の比屈折率差 Δとすることで、約 1/10 に寸法を小さくできる 8)。 

 

           

            図 9.2.6 屈折率差Δと素子寸法の関係 

 

図 9.2.7 には、パッケージ後の小型・温度無依存 AWGの概観写真を示す。 

         

      図 9.2.7 パッケージ後の小型・温度無依存 AWGの概観写真 
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9.2.3 ROADM デバイス 

図 9.2.8 に ROADM の使用例を示す。現状のネットワークは、装置や光ファイバケーブルにトラブル

が生じても通信が断絶しないよう、プロテクション機能を持たせている。具体的には、ペアーファイバ

を用いて、同じ光信号を双方向（WEST→EAST、EAST→WEST）に伝送し、非常時には光信号を切

り替える方式が取られている。本例は、ROADM として も単純な場合であり、ノード装置が２つのペ

アファイバ（WEST と EAST）のポートを有しているため、2-degree ROADM と呼ばれる。リングネ

ットワークの途中のノードにおける ROADM に対応する。一方、２つのリングネットワークの接続部

やメッシュネットワークのノードでは、2-degree 以上の Multi-degree ROADM が必要となる。 

各ノードでは、Drop される波長は、それぞれ受信機（RX）で受信され、Add する波長は、送信機（TX）

より挿入される。これらの Add/Drop 用 RX、TX も二重化されている。伝送されている波長やその光パ

ワーなどは OPM(Optical Performance Monitor)によりモニターされ、その情報はシステムを制御する

コントロール層へ送られる。 

 

 

 

図 9.2.8 ROADM の使用例 

 

図 9.2.9 ROADM の構成法(MUX/Switch/DEMUX タイプ(a)、Broadcast and Select タイプ(b)) 

 

図 9.2.9 に示すように、ROADM の構成法として、大きく２つのタイプがある。１つは

MUX/Switch/DEMUX タイプであり、もう１つは、Broadcast and Select タイプである（2-degree の

場合は Drop and Continue とも言われる）。MUX/Switch/DEMUX タイプでは、WDM フィルタの間に

光スイッチアレイを配置し、所望の波長の光信号をAdd/ Dropさせたり、Add/ Dropが必要ない場合は、
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Express として透過させる機能を持つ。Broadcast and Select タイプは、光分岐器を用いて、全ての波

長信号の一部分を Drop させ、残りは透過させる。Add させる同じ波長を持つ透過する光信号は、衝突

しないよう波長ブロッカーにより光を減衰させている。本 Broadcast and Select タイプは、各ノードで

光信号を分配できるため、低コストで映像信号などを各ノードにマルチキャストできる。しかし、Degree

数が多くなると、分配に伴う損失が大きくなるという欠点を持つ。これら２つのタイプの ROADM を

実現するため、光導波路や光 MEMS ミラー、液晶セルなどの種々の光素子を用いた光モジュール（光

サブシステム）が開発されている。その中で、現在主流のものの１つは、iPLC(integrated Planar 

Lightwave Circuits)であり、もう１つは WSS(Wavelength Selective Switch)である。カテゴリー的に

は、それぞれ colored ROADM、colorless ROADM に分けられる。 

 

(i)    Colored ROADM デバイス 

図 9.2.10 に iPLC(integrated Planar Lightwave Circuits)の構造の一例を示す 9)。 

         

図 9.2.10 iPLC(integrated Planar Lightwave Circuits)の構造(ブロック図(a)、レイアウト(b)) 

 

ここでは、MUX、DEMUX である２つの AWG と VOA（Variable Optical Attenuator）、さらには、

モニター用の光 Tap を１つの基板に集積化している。40 波長の ROADM に対応するため VOA 光回路

と光 Tap の数は 40 であり、極めて多くの機能の光回路が集積化されている。図 9.2.11 にモジュール化

するにあたっての低損失化方法を示す 9）。光 Tap から出射した光は、光回折による損失を低減するため

SSC(Spot Size Convertor)によて、光スポットサイズを大きくし、Micro mirror により光を上部へ折り

返し、表面実装された PD アレイに入射している。また、光ファイバとの接続部も SSC によて、光スポ

ットサイズを拡大させている。 
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図 9.2.11 モジュール化するにあたっての低損失化方法 

 

          

図 9.2.12 iPLC のウエハレイアウトとモジュール写真 

 

図9.2.12 に iPLCのウエハレイアウトとモジュール写真を示す 9）。2.5%の高Δ導波路を用いることで、

これだけ多くの光回路を集積化しても寸法は、25mmx25mm と極めてコンパクトなモジュールを構成で

きる。本 ROADM は、Fixed OADM の次の世代のものとして、メトロシステムなどに多く用いられた。

方式的に各光ファイバのポートから入出力する光波長は固定されており colored ROADM と言われる。

しかし、本方式は、人手を介さないで新たに光波長を Add/Drop する場合、あらかじめ Add/Drop する

波長の TX/RX を用意しておく必要がある。このように将来使用しないかもしれない冗長な TX/RX が必

要であり効率的でない。このため、次に述べる colorless ROADM が導入されるようになってきた。 

 

(ii)    Colorless ROADM デバイス 

 図 9.2.13 に 2-degree colorless ROADM の構成例を示す。２台の WSS を用いて Add/Drop している。本

colorless ROADM のキーモジュールである WSS は、任意の波長を、任意の数だけ、任意のポートにスイッ

チする機能及び VOA の機能を有しており、波長可変レーザを実装した発信器（λ-TX）及び受信機（λ-RX）
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を用いることで、必要 小限の TX/RX でシステムを構築できる。 

  

 

図 9.2.13  2-degree colorless ROADM の構成例 

 

図 9.2.14(A) と 図 9.2.14(B)に WSS の一例を示す。スイッチング素子として MEMS Mirror を用いたタ

イプ(A)10)と LCOS(Liquid Crystal On Si) を用いたタイプ(B) 11)が報告され、実用化されている。どちらの

タイプも基本的にバルク光学系から構成されており、光ファイバから出射した光をレリーフ型グレーティン

グで分光した後、スイッチング素子に投影している。また、両者とも偏向依存性損失を低減するため偏波ダ

イバーシティー方式が取られている。MEMS Mirror を用いたタイプは動作電圧が高い（100V 程度）など

の欠点があるが LCOS と比較して大きな光ビームの偏向角を得られるため、光デバイスを小型化できるメリ

ットがある。一方、LCOS を用いたタイプは、光ビームの偏向角が小さい欠点があるが、液晶セルのスイッ

チング領域を可変にできるため、多値変調など光信号の変調方式によるバンド広がりの変化に柔軟に対応で

きる。 

             

図 9.3.14(A)  WSS の一例(MEMS Mirror タイプ) 
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図 9.2.14(B)  WSS の一例(LCOS タイプ) 

 

9.2.4   今後の展望と開発推進の問題点 

 今後の光ネットワークにおいては、100Gbit/s のような高速信号や多値変調のような新たな変調方式が導

入され、現状のものと混在していく。光ファイバの限られた波長帯域を有効に活用するためには、多重化す

る光信号の波長間隔が 50GHz や 100GHｚの固定化した波長グリッドから、柔軟に変化できるフレキシブル

グリッドの機能が必要である。また、上記の新たな変調方式を導入した高速の TX/RX は、高価となる。こ

のため、トラブル時を考慮し、 低限の二重化を確保しつつ、高価な TX/RX をバンクとして WEST, EAST,   

 

図 9.2.15 現状の WSS、SP で構成した今後の ROADM ノード装置構成 

 

North などの各 degree でシャアーする必要が生じてくるものと考えられる（Steer-ability 機能）。この機能

を、現状の WSS や光スプリッタ（SP）で構築すると図 9.2.15 のようになり、数多くの WSS と SP が必要

となり、損失も増加する。今後、このような機能を持つコンパクトな新規構造の WSS の実現が望まれる。 
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一方、これらの高機能な ROADM デバイスをビジネスという切り口で見ると、開発するにあたり種々の問題

がある。ROADM デバイスは、光受動部品と MEMS、LCOS のようなアクティブ部品、それを制御する電

子回路やソフトウエアを含んだサブシステムであり、大きな開発費を必要とする。しかし、その数量は、

Consumer 製品と比較して一桁以上小さく、製品価格で開発費を回収できにくい。このため、将来の情報イ

ンフラのキーとなる重要技術であるものの、国内外企業にとって、ビジネスモデルを描きにくく、あまり魅

力の無い分野になっている。このため、例えば米国では、ベンチャー企業が種々のファンドのリスクマネー

を利用して、開発を行い、成功した場合は、主要企業に吸収され、開発品が市場投入されている。日本にお

いても、技術的な国家プロジェクトのみならず、このような取り組みを実行できる社会的なインフラ整備が

必要と考える。 

（上塚 尚登） 
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第 10 章 光学材料 

 

 素晴らしい光学設計がなされた光学機器であっても、それを実現する光学材料が供給されなければ意味を

成さない。逆に、新規な光学材料が開発されることで、光学設計の自由度が飛躍的に大きくなり、新しい分

野が切り開かれることも少なくない。わが国は、源流である光学材料開発・製造から、川下の光学設計・光

学機器製造まで、全ての分野で 先端技術を持つ数少ない国の一つと言える。光学材料においては、無機材

料、有機材料の両分野において先端の研究開発が推進されているだけではなく、多くの製造メーカーが存在

している。光学機器分野においても、産業機器からデジタルカメラを初めとするコンシューマー向け光学機

器まで、広範囲に渡る製品を開発・製造しているメーカーを数多く持つ。材料メーカーと光学機器メーカー

が共存することで、両分野の技術的発展が加速されて来たとも言える。 

一方、資源の多くを輸入に頼るわが国では、資源調達に関わる問題が常につきまとう。その問題に対応す

るために、入手困難な原料の使用を抑えた材料設計や、代替材料の開発等も非常に重要な課題となっている。

本章では、高度な光学機器を支える光学材料全般（ガラス材料、セラミックス材料、プラスティック材料）

について、現状と今後の展望を述べる。 

（木戸 一博） 

10.1 ガラス材料、セラミック光学材料 

 

10.1.1 ガラス材料 

(1) 概要 

光学機器、光デバイスにおいて、光を操作する殆どの手段は今もなおレンズやミラーであり、その主力素

材は無機のガラス材料である。その理由は、ハイエンドからローエンドに至るまで光学機器のスペックが厳

しくなり、樹脂などの取って代わる他材料の物性や安定性が不足しているためである。例えば近年のデジタ

ルカメラに要求される解像度は、ここ 10 年ほどで数十万画素から一千万画素を越えるレベルに上昇してお

り、且つ超小型化が要求されるようになったため、これまで以上の高屈折率、低分散な光学特性を持つ材料

が必要となっている。また一方でハイエンドの半導体露光装置で作成される半導体の回路パターンは数十ナ

ノメートルに達しており、露光に用いる光の短波長化に追従できる透過率と耐久性を有し、超高解像に耐え

うる超高均質な光学材料が求められている。 

更にこれらの状況に加えて、有害物質の排除や省エネルギーの推進、レアアース供給問題への対策も、当

然のことながらガラス材料にも求められている。十数年ほど前から進められてきた鉛、ヒ素のフリー化に加

え、その他の有害元素や入手困難（不安定）な元素のフリー化は、 も重要な課題の一つとなっている。精

密モールド技術も省エネルギー、低コスト化の一端を担う技術で、生産の拠点は海外に移管しつつあるもの

の、国内におけるガラス組成技術、成型技術開発が一体となって実現できた重要な成果の一例である。 

成熟産業に見えていた光学ガラス業界であるが、新たな光学機器からの要望と、環境、省エネルギーなど

への対応が相まって、光学ガラスの開発は新たなフェーズに入ってきたといえる。以下、近年の各分野にお

ける具体的な光学ガラスの開発動向について述べることにする。(2)では、デジタルカメラ、顕微鏡などの一

般光学機器に用いられているガラスの動向、(3)では、特に生産コストの利点からコンシューマー向けデジタ

ルカメラに多用されている精密モールド用ガラス、(4)ではハイエンド産業機器に用いられる石英ガラスの動
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向について記述する。 

(2) 光学ガラス各論 

(a) 一般光学ガラス 

 光学ガラス開発のキーワードとなるのは、長年変わらず「高屈折率」「低分散」「異常分散」である。ただ

し、その内容は大きく変化している。図 10.1.1(1).1 に、2010 年時点の代表的な光学ガラスのラインナップ

を示す。屈折率／分散（いわゆるアッベダイアグラム）をプロットしている。その分布はかつてのそれと比

べ、領域が大幅に広がっている。この動向は、優れた光学設計を実際の光学機器として実現するために、国

内の光学ガラスメーカーが懸命に組成開発を進めてきた成果の表れである。これら各キーワードに対応した

状況を述べる。 
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図 10.1.1.(1).1 国内各社の光学ガラスのアッベダイアグラム 

 

(i) 超高屈折率ガラス 

 10 年程前までは、屈折率が 2.0 に到達光学ガラスは、商業レベルでは存在しなかった。しかし、近年は国

内メーカーから屈折率が 2.0 を超えるガラスが相次いで商品化されており、その数字は 2.14 程度にまで到達

領域 A 

領域 B
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している（図 10.1.1(1).1 の領域 A）1-3)。デジタルカメラの超薄型化と高倍率ズームへの要望、顕微鏡の超高

NA 化への対応などがモチベーションとなっている。従来の光学ガラスで用いられる組成成分では考えられ

なかった領域である。 

屈折率を高める成分としては、有害元素である酸化鉛をフリー化した時点で、酸化チタン、酸化ニオブ、

酸化タンタル等が主に使われていた。これらに加えて従来着色成分として扱われていた酸化ビスマス、酸化

テルルなどを、高純度化、価数制御などの技術を用いることで新規な成分として使いこなし、これらの領域

を実現している。 

 更に、研究段階ではあるが、無接触浮遊熔解など特殊なガラス熔解方法の研究開発も盛んに進められてお

り、従来の製造方法ではガラス化させる事が困難であった組成もガラス化できるようになってきた。これら

の技術を用いた、超々高屈折率ガラスの開発にも期待したい。 

 

(ii) 高屈折率低分散ガラス 

 先に述べた「超高屈折率ガラス」と併せて、「高屈折率ガラスの低分散化」も近年の国内メーカーの成果で

ある。ピックアップレンズなど単色光のレーザー光学系では、屈折率の分散特性が大きな問題となることは

ないが、一般光学系における分散特性は非常に重要である。基本的な結像系のレンズ設計では、類似パワー

で低分散の凸レンズと高分散の凹レンズが組み合わせて使われる。高分散な超高屈折率ガラスの開発が進む

ことで、低分散領域にあるガラスの高屈折率化も重要な課題となっている（図 10.1.1(1).1 の領域 B）。 

 低分散な光学ガラスの屈折率を上げるための組成成分としては、従来修飾酸化物である酸化バリウムや酸

化ランタン、酸化ガドリニウム、酸化イットリウムなどが用いられてきた。更なる高屈折率低分散領域の開

拓のため、高価ではあるがガラス形成酸化物である酸化ゲルマニウムを用いることで屈折率範囲を拡大して

きた。近年では、高価な酸化ゲルマニウムを低減させるために希土類に酸化タンタル、酸化ニオブなどを併

用することで更なる屈折率範囲の拡大を目指した開発が続けられている。この領域のガラス組成は、屈折率

を低下させてしまうガラス形成酸化物の量が著しく少なく、安定したガラス組成を得るためには、卓越した

組成開発技術が必要となる。また、不安定な組成をガラス化させ、品質的に良好なガラスを低コストで得る

熔解技術や成型技術も非常に重要となる。この点においても、国内メーカーの技術は秀でており、その国際

競争力を高めている。 

 

(iii) 異常分散ガラス 

 有害元素として酸化鉛や酸化ヒ素を光学ガラス組成から排除して以来、その代替原料として酸化チタン、

酸化ニオブあるいは酸化アンチモン等を用いることで、屈折率や分散についてはほぼ代替のガラスを開発す

ることに成功してきた。しかし、一部の物性は有害元素を含有するガラスと異なってしまい、光学設計に若

干の制約を課した状態であった。屈折率の異常分散性もその一つである。図 10.1.1.(2).2 は代表的な光学ガ

ラスの部分分散比を示すものである。図中各点の中心付近に引かれた実践は基準線と呼ばれるものである。

部分分散比が基準線から外れた特性を持つ、いわゆる異常分散ガラスは、一般に低分散領域のフッ化物リン

酸塩組成の領域を指す場合が多いが、低屈折率高分散側の酸化物ガラスにおいてもその付加価値は高く、要

望が高いものとなっていた。 
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図 10.1.1.(2).2 国内各社の光学ガラスの部分分散比 

 

 この領域のガラスの組成成分は従来から用いられている成分を主としているが、異常分散性を維持しつつ

化学的に耐久性や、紫外透過率を良好に保つためには難易度の高い組成開発を要する。 

 

(b) モールド用光学ガラス 

 低価格化が進むデジタルカメラ等のコンシューマー向け光学機器においては、生産コストの面から、精密

モールド成型されたレンズが多用されるようになった。その中でも特に低コスト化や小型化の要望に応える

ためにはレンズ枚数を低減させる必要があり、そのために非球面レンズは無くてはならないアイテムとなっ

ている。表 10.1.1.(2).1 に、非球面レンズの各種成型方法の特徴を示した。ガラスの非球面加工の為には、

機械研磨加工に比べて精密モールド成型はコスト的に有利であり、ガラスの精密モールド技術はここ十数年

で目覚ましい発展を遂げている。 

 

 

 

一般的に言われる

異常分散領域 

低屈折率で近年要望の

高い異常分散領域 
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表 10.1.1.(2).1 ガラスレンズの成型方法 

 

 精密モールド成型に対応したガラスに求められる特性には、 

(i)低融点・・成型温度が、成型機や成形型が耐えうる温度領域にある。 

(ii)高安定性・・成型温度領域でのガラスの結晶化に対する安定性が良好である。 

(iii)低揮発・・成型温度領域での揮発成分が少ない。 

などが上げられる。 

 精密モールド成型装置としては、耐熱温度の上昇、雰囲気制御、成型金型や離型膜の材質などの技術開発

により様々なガラス組成に対応した装置開発が進んできているが、精密モールド用ガラス組成も、上記の観

点から、その幅を広げている。コンシューマー向け製品の生産の主力は中国や東南アジアに流出しつつある

が、 先端の精密ガラスモールドは、高度な組成技術、成型技術、離型膜技術などが一体となることで、初

めて開発が可能になる我が国のコア技術であると言える。 

 精密モールド用ガラスの基本的な組成成分としては、軟化温度を低下させる成分を主体としている。すな

わち、ガラス形成酸化物としては、ホウ酸、リン酸が主流であり、修飾酸化物としてはアルカリ金属酸化物、

酸化亜鉛などを多用することになる。しかし、これらの成分は同時に蒸気圧が比較的高く揮発しやすい成分

であり、上記(iii)に反することになる。このため、上記(i)～(iii)のバランスが取れた組成成分を見出すには、

非常に高い組成開発技術を要する。 

 近年ではこれに加えて、(2)(a)項と同様に、必要とされる屈折率範囲が高屈折低分散側に拡大しており、ガ

ラスの軟化温度を上昇させる高屈折率成分（酸化チタン、酸化ニオブ、酸化タンタル、希土類酸化物など）

の多用を余儀なくされている。このように成分が限られた状態で、軟化温度と組成安定性あるいは透過率の

バランスを取っていくには、原料精製にまで立ち返った、総合的な技術を要する状況となっている。 

 また、上記(2)(a)でも述べたように、超高屈折率領域ではこれまであまり使われていなかった酸化ビスマス、

酸化テルルなどを主成分として扱うガラスが開発されている。これらは多成分化することでガラス形成酸化

物になりうる特殊な性質を持つ成分であり、生産では原料精製や価数制御の高い技術を要するものの、超高

屈折率を示すだけでなく、熔融温度や軟化温度が非常に低く抑えられる性質を持つ為に、精密モールド向け

に開発が続けられている。 

 更に国内の精密ガラスモールド技術は、球面、非球面に留まらず、表面の微細構造の創成にも向かってい

る。光と相互作用するレベルの微細な周期構造をガラス表面に創成することで、安価に小型な回折格子や、

位相フレネルレンズ、波長板、偏光子など位相や偏光を制御する素子を作製することができる。ただし、微

加工非球面量

生産性

信頼性

面精度

◎◎

◎△

◎◎

○◎

特
徴

非球面金型によるガラス成形ガラス面を直接砥石で加工方式

精密モールド精密研削・研磨名称

加工非球面量
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◎△

◎◎

○◎

特
徴
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細構造を作りこめる金型材質には制限があり、離型難易度は一般モールド技術の数段高いレベルにある。ま

た、成形されるガラス材料に対しても、より低温成型が可能で、作り込んだ精密な形状を維持できる熱的特

性が求められる。これらについては、国内研究機関での研究開発が盛んに行われている 4,5) 。 

 

(c) 半導体露光機用ガラス 

半導体露光に用いられる光源は、超高圧水銀灯のｇ線（436nm）、ｉ線（365nm）に引き続き、ＫｒＦエ

キシマレーザー（248nm）を経て、現在はＡｒＦエキシマレーザー（193nm）が主力となっている。ＫｒＦ

エキシマレーザー以来、照明系、投影系、マスク基板等、光の透過材料としては、高純度、高均質な合成石

英ガラスが使われている。半導体ロードマップ上では、かつて、F2 エキシマレーザー（157nm）が存在し

ていたが、透過材料として使用可能な材料が CaF2 単結晶のみ（その他の等軸晶系のフッ化物単結晶は品質

的あまりにも CaF2 に劣っていた）であり、その CaF2 単結晶にも固有複屈折問題（等軸晶系であっても、

吸収端近くになるとバンド構造の影響を受けて、数ｎｍレベルの複屈折が生じる問題）6) があることが判明

し、実用化には至らなかった。また、その先のＥＵＶL（13nm）も、レジストや装置スループットの問題か

ら、実用化にはまだ時間がかかると言われており、この先数年間はＡｒＦエキシマレーザーによる露光が主

役と見られている。 

現在のＡｒＦ露光装置は、複数の特殊技術を駆使することで、過去には不可能と言われていた数十 nm の

線幅を実現しているが、投影レンズに用いる光学材料への要求も非常に高いレベルになっている。その主な

項目を以下に挙げる。 

(i)レンズ口径・・解像度を上げるために、液浸露光技術が確立され、光学系の NA が急上昇している。この

ため、投影レンズに用いられるレンズの 大径はますます大きくなって来ている。 

(ii)屈折率均質性・・解像度仕様の上昇に伴い、材料の屈折率均質性に求められる仕様も、桁違いに高くなっ

てきている。 

(iii)透過率・・材料の光吸収による発熱が起因の熱収差に関する仕様が、非常に厳しくなっている。極限まで

透過率を高める必要性があり、徹底した不純物管理（不純物濃度として ppt～ppb レベル）が必要となって

いる。 

(iv)レーザー耐久性・・高スループット化を目指し、高出力、高繰返し周波数のレーザーが使われるようにな

り、材料のレーザー耐久性の仕様も厳しくなっている。合成石英ガラスのレーザー耐久性は、主に低不純物

化と、製造技術による欠陥の制御によりコントロールされるが、その技術は数少ない国内メーカーのみが実

現できている状況である。 

(v)複屈折・・液浸技術の確立により高 NA の光学系が使われ始めたのと同時に、この NA を有効に活かすた

めに偏光状態の制御も重要なキー技術となっている。照明光学系で制御された偏光状態をウェハー面上まで

保つために、透過材料に課せられる複屈折の仕様も非常に厳しくなっている。 
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図 10.1.1.(2)3 石英ガラスの分類 

 

合成石英ガラスの製造方法は、図 10.1.1.(2).3 に示すように多様な種類がある 7,8) 。この中で、半導体露光

機用としては、四塩化ケイ素を酸素と水素（あるいはその他の燃料中）の火炎中で加水分解反応させて直接

SiO2 組成の透明体の合成を行う「直接法」と、上記原料による合成物を一旦スートと呼ばれる多孔質体に

成型し、その後 SiO2 の透明体に焼結する「スート再熔融法」が用いられている。「直接法」は工程不純物の

混入に対する懸念が小さいという特徴を持ち、「スート再熔融法」は欠陥や水酸基などの不純物制御がより高

度に実現できるという特徴を持つ。どちらの方法においても、国内メーカーの技術力は高く、我が国のコア

技術の一つとなっている。 

 

10.1.2 セラミックス光学材料 

(1) 概要 

現在、ガラス、単結晶、樹脂は、汎用光学材料として広く用いられている。一方、本節で取り上げるセラ

ミックスは、これら材料と比較した場合、まだまだ萌芽段階にあると言わざるをえない。まだ汎用光学材料

とは言えないセラミックスをここで取り上げる理由は、セラミックスが光学材料に残された 後のブレーク

スルーを実現し得るという点だと考える。長年の光学材料開発で到達し得なかった領域を切り開く役割が、

この材料に託されているといっても過言ではない。本節では、主に可視光を十分に透過し、近年「透明（透

光性）セラミックス光学材料」として注目を浴びているセラミックス材料を取り上げる。 

セラミックス光学材料とは、粉体を高温環境において焼き締めて（焼結）作成する光を透過する無機多結

晶材料である。同じ無機光学材料であるガラスおよび結晶とは、溶融状態を経ないプロセスから作成される

点が特徴的に異なる。歴史は、GE 社の Coble 博士が Al2O3に少量の MgO を添加することにより、透光性

アルミナを開発したことに端を発する 9)。透明化のポイントは、アルミナの粒成長をコントロールし、ポア

を系外に除去した点にある。しかし、六方晶系であるアルミナは、光学的異方性による複屈折が存在するこ

と、そして、可視光領域において、光学機器に用いるレベルの透過率は示さなかったことから、光学材料と

しての応用は広がらなかった。この透光性アルミナが発表されて以降、数多くの材料を対象に、研究開発が

なされているが、現状においては、広く実用化に至っている材料は無い。 

以下、まだ認知度が低いセラミックスについて、ガラスおよび結晶と比較しながら、その特徴をまとめ、

           電気熔融（Ⅰ型） 

熔融石英ガラス 

           火炎熔融（Ⅱ型） 

                直接法（Ⅲ型）      MCVD 法 

           気相   スート再熔融法      OVD 法 

                プラズマ法（Ⅳ型）    VAD 法 

合成シリカガラス                     PCVD 法 

                ゾル・ゲル法 

           液相   

                LPD 法 
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実用化に向けた課題について考えてみる。 

(2)ガラスおよび単結晶との比較 

(a) ガラスとの比較 

ガラスは、光学材料として、これまで も幅広く使用されており、今後も主役であることは間違いない。

主役である理由は、ガラスの本質的な特徴のみならず、これまでに蓄積されてきた開発技術、量産技術に依

るところが大きい。 

ガラスの定義ともいえる特徴として、非晶質であることが挙げられる。非晶質であるため、ガラスには結

晶構造に起因した異方性や粒界が存在しない。結晶性を示さないことは、構造に起因する複屈折や粒界によ

る散乱の影響が無いという光学材料として非常に有利な特徴といえる。この特徴に対抗するため、セラミッ

クス光学材料には、光学的等方性を持つ立方晶系の材料からなること、粒界に偏析してしまう様な不純物を

抑制すること、粒子同士が緻密に接触出来る焼結技術の確立が要求される。また、ガラスは非晶質であるた

め、融点を示さず、温度上昇に伴い徐々に軟化する。この特長を活かし、精密モールド成形を初めとする熱

間成形を行うことで、安価にレンズを大量生産することが可能となっている。セラミックスは、ガラスのよ

うな加熱軟化による成形は困難であるが、粉体焼結プロセスであるため、成形時のニアネットシェイプ加工

が可能である。 終的に鏡面を出すための研磨は必要となるものの、成形加工性の面では、ガラスに対抗で

きる可能性を秘めている。 

ガラスは、100 年以上に渡る組成開発の歴史により、幅広い屈折率範囲を実現するに至った。一般に、ガ

ラスは、骨格を形成するガラス形成成分と骨格には寄与しないが機能を付加する修飾成分からなる。ガラス

開発の歴史は、ガラス形成成分にどのような修飾成分を付加すれば、所望の光学物性が得られるのかを探求

するものであった。安定的にガラスを形成する物質は、Si、Ge、B、P など限られた元素の酸化物が一般的

である。これらガラス形成成分がある濃度範囲を下回ってしまうと、結晶化してしまう。つまり、ガラスは、

結晶化しない特定の組成範囲内においてのみ、安定して高品質な材料を得ることが出来る。このガラス化す

る組成範囲という制限で、製品化されている光学ガラスの屈折率と分散は、図 3.2.1.(2).2 に示すように、弓

形状（日本列島と表現する場合もある）に分布している。この分布は、屈折率が高くなるに従って分散も大

きくなることを意味している。要するに、高屈折率で低分散という特性を持つ光学ガラスは実現できていな

いことを示している。まさに、この分布からの逸脱が、セラミックスに期待されている 大のポイントとい

える。 

(b) 単結晶との比較 

単結晶は、ガラスでは得られない光学特性を持つことが出来る。しかし、実用可能な単結晶の種類が少な

いこと、生産性やコストに問題があることから、特別な高性能を求められる高価な光学機器、主に半導体露

光措置やレーザー光学機器を中心に用いられている。 

結晶育成においては、結晶とその用途に応じて、チョクラルスキー法、フローティングゾーン法、ブリッ

ジマン法などの多数のプロセスが開発されている。これら多くの製造法は、所望の面方位を持ち、非常に均

質性の高い材料を得ることを目的として、種結晶上における凝固現象を精密にコントロールすること目指し

ている。しかし、凝固現象は、対流、偏析、蒸発など、材料中に不均質性を誘発する様々な現象が、常に複

雑に絡み合っている。このため、現実的に、高い均質性、高精度の材料作成には、るつぼや冶具等の材質、

成長速度、温度および雰囲気制御システム等、高額な設備投資が必要となる。それでもなお、例えば、レー

ザー発信用に用いられる YAG 単結晶は、その不均質性から引き上げたインゴットのうち、コア部分を除い
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て用いざるを得ないのが現実である。より大型な単結晶になると、大量生産には莫大な投資が必要となる。

更に、単結晶は装置によって決まるインゴット形状で製造されるのが一般的である。ガラスやセラミックス

と異なり、 終製品に近い形状にするには、切断、研削そして研磨という多段階の機械加工プロセスが必須

となる。このため、各工程において材料の多くを損失することになる。これら点は、コスト、省エネ・省資

源という観点からも問題となっている。 

セラミックスは、粒界を境にした各粒子がランダムな方位を持っている。このため、理想的な単結晶に比

べれば、均質性は低い。しかし、前項で述べたように、光学的に等方な立方晶系が粒界において異相が無く、

緻密かつランダムに存在していれば、実在する単結晶よりも、安定的に低コストで高品質な材料が得られる。

セラミックス光学材料が実用化されれば、従来、単結晶材料に頼らざるを得なかった光学部品をセラミック

スに置き換えることが期待できる。又、組成が固定されてしまう単結晶では得られない物性を持つ、新らし

い光学材料の実現にも期待は大きい。 

 

(3) セラミックス光学材料の現状と実用化に向けた課題 

セラミックスが広く実用化されるには、前項までに述べてきた「ガラスや単結晶に匹敵する内部品質と既

存の材料が持たない光学特性（特に屈折率および分散）」に加え、「低コストかつ高精度な加工法」が必須で

ある。 

内部品質については、現在開発されているセラミックスにおいても、かなりレベルの高いところまで到達

している。まだ発表されている材料の種類は少ないが、一般的な光学素子として使用できるレベルに達した

材料もある。 

光学特性に関しては、高屈折率・低分散を目指した開発がなされている 10-14)。しかし、現状では、ガラス

の領域を大きく逸脱したとは言い難く、更なる超高屈折率・超低分散化が求められている。 

加工性は、材料自体の開発と同様に重視されなければならない。透明セラミックの加工は難しく、現状で

は、ガラスと同レベルの加工が困難である場合が多い。一見加工性が良い、研削が進みやすいといわれてい

る透明セラミックスが、粒界からの結晶粒剥離・離脱が激しいだけであったという例もある。又、あまりに

も硬いため、研削は出来ても、精密な光学研磨を量産レベルで行うには、新たな技術開発が必要という材料

も存在している。光学物性のみが注目され、加工性については軽視されがちであるが、加工性までを考慮に

入れた技術開発がなされない限り、セラミックスが汎用光学材料に仲間入りすることは厳しいと言わざるを

得ない。現状においては、「高屈折率かつ低分散さらに、加工性が良い」という材料は、まだ実用化されてい

ない。 

 

10.1.3 まとめ 

以上述べたように、無機光学材料であるガラス、単結晶、セラミックスはそれぞれの特徴を持っている。

各分野において現存しない物性を持つ新材料を極めていくと共に、お互いの特長を活かした共存を考えるこ

とも、わが国の国際競争力向上にとって重要なキーとなる。ガラス、単結晶、セラミックスをフルに活用す

ることでお互いの材料が持つ弱点を補完し、 先端の光学機器を具現化する。そして、それを安定的且つ安

価に提供可能とすることが、 終的に目指すべき方向であろう。 

この視点に立つと、冒頭に述べたように、わが国には全ての要素が揃っている。半導体露光装置を初めと

した 先端の光学設計技術を持つ光学機器メーカー、世界のトップと言える技術を保有する光学ガラスや光
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学結晶メーカー、そしてセラミックスメーカーも多数存在している。わが国のセラミックスメーカーにおい

ては、電子部品、半導体部品、医療用セラミックス等、多くの技術が蓄えられており、セラミックス光学材

料の開発においても優位にあると考える。これらの企業が、積極的に互いの要求や技術をぶつけ合いながら、

今以上に強く協力していけば、諸外国には出来ない日本独自の戦略が見えて来るはずである。 

又、前述したような強い技術力に裏打ちされた市場への影響力は、わが国の大きな課題である原料調達（諸

外国との調達交渉や協力体制構築）においても、大きなメリットになるであろう。 

（木戸一博） 
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10.2 プラスチック光学材料とそのデバイス応用 

 

汎用プラスチック光学材料としては、ポリメチルメタクリレート（PMMA）・ポリカーボネート（PC）が

多用されている。また、環状ポリオレフィンは比較的高価であるが、その透明性・耐熱性・低吸水性・低複

屈折などの特徴から、PMMA や PC では達成できない性能を要求される高性能レンズ等の用途に使われてい

る 1),2),3),4)。これらの透明プラスチックは、カメラ付き携帯電話・デジタルカメラ等の光学レンズや、CD・

DVD 等の光記録媒体として、また、FPD 中で導光板や各種機能性フィルムとして加工され、今日の情報化

社会の中で、情報の記録、表示、伝送の中心的役割を担う材料となっている 5),6)。 

現在、プラスチック光学材料へ、より高度な機能を付与するための研究が産官学で活発に行われており、

次々と新しいプラスチック光学部材が誕生しているが、その経済性を考慮すると、実際に市場に出回る材料

はほんの一部に過ぎない。一般的に、プラスチックは無機ガラス等と比較して低温での賦形が容易なため、

大量生産に向く安価な材料としてのイメージが市場で定着しているようだ。そして、プラスチック部材は常

にコストダウンを迫られている。そのため、メーカーは組立て等の人手のいる工程を人件費の安い中国等へ

移さざるを得なくなり、国内において雇用の喪失を招いている。 

2000 年代に入って、FPD 市場が急速に立ち上がった。その中で、 も成長著しかったのが液晶ディスプ

レイ（LCD）である。液晶は自発光しないため、その背面に全面が均一の光を放つ発光体が必要となる。こ

れがバックライトユニットである 3)。このバックライトユニットの主要部材に、導光板とプリズムシートが

ある。どちらもプラスチック部材であり、常にコストダウンを要求されている。かつて、プリズムシートの

生産は、3M（商標 BEF：Brightness Enhancement Film）と三菱レイヨンの２社で市場を分かち合って

いた。これは当時、かなり単価が高い商材であったが、基本特許が切れた 2007 年～2008 年より、新規メー

カーが相次いで参入し、部材価格が急激に下がってしまった。現在は韓国・台湾のメーカーが乱立している

状態にあり、もはや収益が見込める市場ではなくなっている。BEF は長年優良な事業であったが、企業が基

本特許を獲得し、出願から 20 年の独占的実施権を得ても、実際に事業化されるまでには長い年月がかかり

企業が投資を回収できる期間は短いというケースも多い。企業はその事業領域での排他的権利を持続するた

めに改良特許を出し続けると共に、コストダウンによる競争力を強化する努力をしている。他国企業とのグ

ローバル競争に勝ち残るためには、日本企業が不利とならないような税制等の改革も急がれる。 

液晶バックライトの技術は、日本の中小企業である明拓システムによって世界で 初に発明された。華や

かな液晶産業の裏で液晶を支える縁の下の力持ち的存在であったこの会社は短期間に急成長したが、 後は

スタンレー電気に吸収合併された。特許戦略の失敗と分析されている 7)。大企業の影で日本のものづくりを

支えているのは中小企業である。資金面で厳しい中小企業が特許戦略を強化しグローバルに活動できる環境

を整えるために、特許教育等を充実させるような公的支援も必要と考える。 

情報化社会の中で、プラスチック光ファイバー（POF）は、石英系光ファイバーと比較して、伝送距離で

は及ばないものの優れた機械特性と加工性から短距離通信分野で使用されてきた。短距離通信に使われる

POF は PMMA 系であり、三菱レイヨン・東レ・旭化成の 3 社で世界シェアーの 95％以上を占めている。

近では欧州での車載用途の伸びが著しい。1995 年以前に POF メーカーであったシーメンスと自動車メー

カーのダイムラー・ベンツとで進んでいた車内 LAN 開発から、シーメンスが撤退した。これにより日本の

POF メーカーにビジネス機会がもたらされた。そして、1998 年より高級車に POF が導入されたのをきっか
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けに、現在では BMW、Mercedes、Audi を中心とする欧州の高級車にはほぼ搭載されており、2012 年～2013

年近傍より大衆車への搭載が始まると予測されている。しかし、日本車は、まだ光化されていない。当初、

光トランシーバは高いので日本車にはまだ入らないと言われていたが、現在でも入っていないところから日

本企業は慎重に導入の可能性を検討していると見られる。また、世界に先駆けて車内 LAN を光化したドイ

ツメーカーであるが、できるだけ自国の企業から購入するという連携がある。日本でもこのような企業間の

連携を後押しするような公的支援があればと期待する。 

過去において、日本が世界に先駆けて研究開発し、市場をリードしていた製品も、グローバルな戦略を誤

れば、すぐに新興国や欧米の企業に取って代わられる厳しい競争社会となっている。国内企業の連携を強化

するような施策を政府機関には期待したい。 

今日、プラスチック光学材料は、生活を潤すアイテムとして現代社会に浸透しており、何気なく当たり前

のものとして使用されているのであるが、その裏にある部材開発の技術は、どれも材料の本質を見極め、分

子構造制御による究極的な物性を発現させるというものである。本稿では、光学部材の新製品開発の一端を

紹介するために、市場の要求により 近開発された低色収差屈折率分布型プラスチックロッドレンズを例に

とり、その低色収差化の手法と独自の製造方法について述べることとする。 

 

10.2.1 屈折率分布型プラスチックロッドレンズの概要 

(1)  はじめに 

屈折率分布型ロッドレンズは、均質レンズにはない優れた特性があり、今日光情報処理分野や光通信分野

で利用されている。日本板硝子㈱より＜セルフォックレンズアレイ＞の商標で商品化されている多成分ガラ

ス系ロッドレンズアレイは、1978 年 11 月に小型複写機用途として発売され、1980 年代には市場を伸ばし

た 8)。その後、ファクシミリ・プリンター・イメージスキャナーとその用途を広げ、 近では多機能プリン

ター用途の伸びが著しい。一方、プラスチックロッドレンズアレイは 1990 年 10 月に三菱レイヨン㈱より販

売され、安価で軽量なレンズとしてガラス系と同様な用途で使われている。 

 

(2)  結像原理 9) 

図 10.2.1.(2).1 は、ロッドレンズ中を進む光線と屈折率分布の関係を模式的に表したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

光線はその性質上屈折率の高い方に曲げられる。円柱状の透明ロッドに 2 次の屈折率分布が形成されると、

レンズに垂直に入射した光線はほぼ正弦波カーブを描きながら伝播する。そして、このレンズは端面が平面

のままでも結像能があり、1 本のみでもレンズの長さに応じて倒立像だけでなく正立像をも形成できるとこ

ろが均質レンズにない大きなメリットである。 

ｎ
屈折率

半径

ｒロッドレンズ

光線の軌跡

ｎ
屈折率

半径

ｒロッドレンズ

光線の軌跡

図 10.2.1.(2).1 屈折率分布と光線の伝播 
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これらレンズは１本で使用される場合もあるが、図 10.2.1.(2).2 に示すように横方向に多数本並べること

で、より広い範囲の像を伝達できる。この場合レンズは等倍正立像となる位置で使用される。これは像が倒

立像の場合や倍率が異なる場合には、隣同士のレンズで作る像が正確に重ならないため、クリアな像を形成

できないからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  用途 9) 

 ロッドレンズアレイは、主にファクシミリ・プリンター・イメージスキャナー・複写機の画像読み取りに

使用されている。その画像読取方式としては、図 10.2.1.(3).1 に示すように、縮小レンズ系と組み合わせた

CCD 方式とロッドレンズアレイを使用した CIS 方式がある。2 つの方式を比較したときの CIS 方式の利点

としては、光学系を短くできるので装置を非常にコンパクトに設計できること、装置の部品点数を少なくで

きることで組立て時の位置調整が簡単なこと、メンテナンスが容易であること等が挙げられる。これらの利

点より、装置製造にあたっても CCD 方式よりトータルコストの点で優位となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2 屈折率分布型プラスチックロッドレンズの製造方法 

(1)  紡糸工程 9) 

プラスチックロッドレンズは相互拡散法と呼ばれる方法で製造されている。この方法によると、屈折率差

の大きいロッドレンズを連続的に生産性よく作製できる。 

図 10.2.1.(3).1 イメージスキャナーの読取方式 
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(Contact　Image　Sensor)
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イメージ
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光源 光源
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図 10.2.1.(2).2  ロッドレンズアレイによる結像 
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ロッドレンズアレイ

レンズ長
Z0

共役長
TC

ロッドレンズアレイ
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図 10.2.2.(1).1 は、相互拡散法によるロッドレンズの屈折率分布形成工程を模式的に表したものである。

まず、ポリマーとモノマーとが均一溶解された屈折率の異なる数種の原液を用意する。これらの原液は多層

複合紡糸ノズルによって中心部ほど屈折率が高くなるよう同心円状に積層され、ノズルから吐出される。次

の第 1UV硬化部では、各層間でモノマーが相互拡散しながら重合が進行して 2次の屈折率分布が形成され、

第 2UV 硬化部ではガラス転移温度以上の温度で強力な紫外線を照射されて重合が完結する。その後，レン

ズは一定の長さに切断され、アレイ化工程へ送られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロッドレンズを安定に製造するために、紡糸工程は時間的空間的に高精度にコントロールされている。特

に糸径変動は結像距離に直接影響のあるので、高精度に制御する必要がある。そのため、自重による糸径の

変動を極力無くすために、ロッドレンズは下から上に紡糸される。更に、ノズルへの原液の供給方法が糸径

変動への影響を与えると考えられるが、短時間及び長時間の吐出変動をなくすために装置には吐出圧力変動

を極力なくすように特殊なフィードバック機構を取り入れる等の工夫が施され、それらの結果として糸径斑

がほとんどないレンズが得られるようになった。また、複合紡糸ノズルは高い真円性と同軸性があるものが

使われており、これらの精度は屈折率分布の対照性に影響を与える。その他、紫外線強度やライン各部の温

度の変動も光学性能に大きな影響を与える。これらを均一に保つような高度なフィードバック制御が欠かせ

ない技術となっている。 

 

(2)  アレイ化工程 9) 

次のアレイ化工程では、図 10.2.2.(2).1 に示すようにレンズは 2 枚の基板の間に一定間隔で配列される。

そして、基板で挟まれたレンズ同士の隙間には接着剤が注入され、それが硬化することによりレンズは固定

される。その後、図 10.2.2.(2).2 に示すような両端面同時研削装置で規定の長さに研削されアレイが完成す

る。レンズアレイによる結像では数本のレンズによって像が伝達される。そのため、レンズが斜めに配列さ

れていると各レンズによる結像位置がずれて光学性能が低下してしまうので、アレイ化においてはレンズ同

士が数ミクロンの間隔で正確に平行に配列される必要がある。各種工夫によって、精密配列可能なアレイ化

工程を実現している。 

この他にレンズアレイの光学性能を劣化させる要因としては、レンズ側面で反射した光や隣のレンズに漏

図 10.2.2.(1).1  屈折率分布形成 
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れて伝わった光等による迷光がある。これらの迷光は結像性能に多大な影響を与える。よって、これら迷光

を吸収して光学性能の低下を抑制するために、レンズの外周部及びレンズ同士の間に注入されている接着剤

には黒化処理が施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)  MTF 評価 9) 

光学性能は、図 10.2.2.(3).1 に示すような MTF 評価装置で測定される。この装置では、黒色ラインを一定

間隔に描いたテストチャートの原画を被検レンズアレイによって反対側に伝達し、その像を CCD イメージ

センサーで読み取っている。MTF はこのとき読み取られた光量の 大値 imaxと 小値 iminより、式(1)によ

って簡易的に求められる。 

                      
minmax

minmax

ii

ii
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図 10.2.2.(3).1 MTF 評価装置の概要 
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MTF の測定では、レンズアレイはテストチャートと CCD イメージセンサーの丁度中間に配置される。カ

ラーフィルターで測定波長が選択され、テストチャートの空間周波数を変えることにより、レンズの解像度

に応じた MTF が測定される。 

 

10.2.3 色収差低減のための材料設計 10) 

(1)  色収差の発現機構 

 図 10.2.3.(1).1 の上の図はロッドレンズの端面に光線を入射させたときに、光線が蛇行しながら伝わって

いく様子を表したものである。図中の光線の蛇行周期を P（ピッチと呼ぶ）と表すと、屈折率の大小のみを

考慮して原液を設計したロッドレンズでは、色によってピッチが異なってしまう。そのため、このようなロ

ッドレンズの焦点距離は光線の色によって変化する。通常波長の短い光ほどピッチは短くなり、それによっ

て物体面と像面との距離も短くなる。色収差とは、この色によってレンズの結像位置が変化することにより

結像面で色斑や解像度低下が発生することを言う。単色でロッドレンズを使用する場合には色収差は問題に

はならないが、カラー用途で使用される場合は色収差を小さくする必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前項で述べたように、2 次の屈折率分布を有するロッドレンズの製造では、まず、ポリマーとモノマーが

混合された屈折率の異なる数種の原液が用意され、ノズルで吐出された後に各層間でモノマーが相互拡散す

ることによって滑らかな屈折率分布が形成される。このとき、屈折率分布型ロッドレンズでは、材料の屈折

率とアッベ数を適切に選択することにより、両端面が平面のままでも色収差を補正できるというところが、

均質レンズにはない優れた点である。 

ロッドレンズの屈折率分布は式(2)のように表すことができる。 

)1()( 222
0

2 rgnrn             (2) 

 ここで、n0、r、g はそれぞれ中心軸上の屈折率、中心軸からの半径距離、屈折率分布定数（g 値と呼ぶ）

を表す。n (r)は半径距離 r における屈折率である。 
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図 10.2.3.(1).1 光線の蛇行周期と色収差
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 そして、中心から外周に向かって屈折率が徐々に小さくなるようなこの 2 次の屈折率分布は、それぞれの

半径距離における材料組成を変えて実現される。プラスチックロッドレンズの材料となるポリマーの屈折率

は波長依存性があり、図 10.2.3.(1).2 に示すように一般的な材料は可視域では波長が短くなるほど屈折率が

高くなるという性質がある。 

また、通常の透明材料は屈折率の高い物質ほど波長依存性が大きい傾向がある。例えば，図 10.2.3.(1).2

の(a)がロッドレンズの中心軸上にある材料を表し、(c)が周辺部の材料を表しているとすると、中心軸上と周

辺部との屈折率差は波長が短くなるほど大きくなる。そして、この屈折率差が大きいということは、屈折率

分布が急激に変化することになり、その波長の光線のピッチ P は短くなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  色消し条件 

 材料の屈折率の波長分散は、一般に式(3)で定義され、このdはアッベ数と呼ばれている。 

CF

d
d nn

1n




                  (3) 

ここで、nd、nF、nCは、d 線(587.6 nm)、F 線(486.1 nm)、C 線(656.3 nm)における材料の屈折率を表す。 

 ロッドレンズの色収差をなくすためには、図 10.2.3.(1).1 に示す波長毎のピッチが一致するように材料を

選択すればよい。そのためには、ロッドレンズ中のそれぞれの点で徐々に変化する屈折率とアッベ数が以下

で述べる色消し条件を満たしている必要がある。 

 ロッドレンズ中を伝播する光線のピッチ P は、式(4)で表される。 

g

2
P


                     (4) 

ここで、波長による P の変化P を、式(5)のように定義する。 
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式(3)、(4)、(5)を用いて式の変形を行い、色収差を表す式(6)が導出される。 
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図 10.2.3.(1).2 屈折率の波長分散 
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ここで、n とは任意の半径距離での屈折率とアッベ数を、n0とは中心軸上の屈折率とアッベ数を表す。 

色収差がないということはP=0 ということである。これを式(6)に当てはめると、左辺はゼロとなる。こ

れは右辺の分子がゼロであれば式(6)が成り立つことになり、これより色収差がなくなる色消し条件として式

(7)が導出される。つまり、ロッドレンズ中の各点における材料の屈折率とアッベ数の関係が式(7)を満たすと

き、そのロッドレンズは色収差のないレンズとなる。 

.)Const(C
n

1
1

1

n

1
1

1

00



















 


       (7) 

式(7)を変形して、式(8)が導かれる。 




C1

1
n                    (8) 

図 10.2.3.(2).1 の点線は、式(8)の定数 C をいくつか仮定してグラフに表したものであり、これを色消しラ

インと呼んでいる。ロッドレンズ中の半径方向における各点の屈折率とアッベ数を図 10.3.3.(2).1 にプロッ

トしたとき、それぞれの点が図中の矢印で示すような色消しライン上に乗れば、そのレンズは色収差のない

レンズとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  組成設計 

次に、ロッドレンズ材料における組成の設計方法について述べる。 

無定形ポリマー材料の屈折率とアッベ数は、各ポリマー組成中の原子団の分子屈折から計算によってある

程度予測が可能である。 

Lorentz-Lorenz の公式よりポリマーの分子屈折[R]は、 





M

2n

1n
]R[

2
d

2
d           (9) 


k

kkMxM            (10) 

で表される。ここで、は密度を表し、xk と Mk はそれぞれポリマーを構成する k 番目の原子団のモル分率

と分子量を表す。 

一方、無定形透明ポリマーでは、ポリマーを構成する原子団の原子屈折を用いた加法則がかなりよい近似
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図 10.2.3.(2).1 色消しライン
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で成り立つことが知られており、ポリマーの分子屈折[R]はポリマーを構成する k 番目の原子団の原子屈折

[R]kを用いて式(11)のように表される。 


k

kk ]R[x]R[            (11) 

また、アッベ数は式（11）で表される。 

]R[

]R[

)1n)(2n(

n6

d
2
d

d
d 
        (12) 

ここで、ポリマーの分子分散[]は、式(13)で定義される。 

                   CF ]R[]R[]R[            (13) 

このようにして、ロッドレンズの原液組成の設計においては、予め式(9)～(12)を用いた計算を行いポリマ

ーの屈折率及びアッベ数を求めている。しかし、実際には混合物の特に密度を精密に決定できないため、

設計通りのポリマーを簡単に得ることはできない。 

既存の透明材料について、その材料のアッベ数を横軸に屈折率を縦軸に取ってグラフにプロットしたのが

図 10.2.3.(3).1 である。この図の白丸はガラスを、黒丸はプラスチックを表している。この図 10.2.3.(3).1 よ

り、通常の材料は正方向には広く分布しているが負方向の分布は狭い傾向にある。色収差の小さいロッドレ

ンズの作製には負方向の材料の組合せが必要となるのであるが、特に黒丸で表されているプラスチックの場

合、負方向には屈折率差を大きく取るのが難しいという問題がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかも、屈折率の高い材料と低い材料とを組み合わせて使用した場合、作製されたロッドレンズは透明で

ある必要がある。屈折率分布型プラスチックロッドレンズは半径方向に組成の異なるポリマーブレンド体と

して存在する。一般にポリマーブレンド体は不透明と成り易く、ロッドレンズ作製において、透明性を確保

するための材料及び製造条件の選択は容易ではない。 

また、ロッドレンズは各半径方向に材料組成の分布が存在するが、混合物質の場合それぞれの部分におけ

る密度が正確にはわからないために、実際の原液系設計に当ってはそれぞれの物質に応じた微調整が必要と

なる。 

図 10.2.3.(3).1 アッベ数と屈折率 

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

102030405060708090100

νｄ

ｎ
ｄ

正方向

負方向

265



20/20 

 

10.2.4 低色収差ロッドレンズの性能比較 10) 

図 10.2.4.1は、 近開発された低色収差品と従来品との色収差を比較したものである。ここでの評価では、

図 10.2.2.(3).1 に示す装置を用いた。これらのデータは、レンズの一番ピントの合った位置から、テストチ

ャートと CCD を前後対称に移動させて MTF を測定したものである。従来品では、色ごとにピントが合う

位置が異なるため、すべての色で MTF を高くすることができず、カラーで使用した場合にはレンズの焦点

深度も浅くなっている。この点が低色収差品では改良されており、横軸がゼロとなるレンズアレイの使用位

置において、どの色も解像度が高くなり、レンズの焦点深度も深くすることができている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.5 おわりに 

屈折率分布を高精度に制御して造られるロッドレンズアレイは開発当初より日本が先行していた分野で

あり、ガラス製とプラスチック製の違いはあるが、現状日本の２社が独占している市場である。更なる高精

度な光学性能の追求と製造におけるコストダウンにより本分野への他国企業の参入を抑制し、日本企業の優

位性を持続させたい。 

（入江 菊枝） 
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第 11 章 おわりに 

 

 我が国はデジタルカメラなどの画像入出力機器の分野で圧倒的な世界シェアを維持してきた。これら

の光学機器を支えるコア技術は、我が国の高い光学設計と製造技術に基づく光デバイス技術である。し

かし、最近はこうした地位も、ローエンドゾーン素子や機器のアジア諸国での生産拡大、ハイエンド機

器開発での欧州勢の強い開発力の回復で、脅かされ始めている。そのため、欧米とアジアの間に挟まれ

た現状を打破すべく、我が国は技術水準を一層高め、国際競争力を増強する必要がある。こうした問題

意識に基づき、本調査研究では、最先端の各種光学機器自体の動向と、これらの光学機器を支える各種

光デバイス設計と製造技術の分野で、新しいコア技術として芽生えている先端技術についての動向を調

査・分析を行った。調査・分析を行ったのは、「先端光学機器を支える光学設計技術」、「撮像機器」、「医

療機器」、「半導体露光装置」、「表示機器」、「照明・集光光学系」、「画像処理」、「光通信機器」、「光学材

料」の各分野についてである。この分野は現在も技術的には日本が先端を走っている分野であるが、こ

れからもその技術力の高さでこれからの日本を支えていかなければならない重要な分野でもある。この

報告書ではそうした分野それぞれで、その簡単な技術解説や動向調査の調査研究結果を述べるとともに、

我が国の技術水準を一層高め、国際競争力を増強するための振興策を提言することも試みている。この

章では、報告を終えるにあたって、報告書全体をもう一度俯瞰、展望してまとめとしたい。 

 「先端光学機器を支える光学設計技術」の章では、光学機器の機能や性能を規定する光学現象の本質

を、幾何光学、波動光学、電磁場解析技術の観点からさらに深く掘り下げ、技術動向の本筋を見極めて

必要な施策を論じている。 

 「撮像機器」の章では、撮像機器光学系の小型化、撮像素子の高画素化、画素ピッチ狭小化および高

感度化の動きに呼応しての、光学系の小型化のためのズーム技術、手振れ補正技術、微細構造を使った

新光学素子技術、センサ信号の高品質化技術などが紹介、議論されている。 

 「医療機器」の章では、今後ますます安全・安心に呼応して重要性が増すと考えられている医療機器

の分野を、顕微鏡の病理診断支援システムとのネットワーク化、微細な構造の三次元観測へと進むOCT

の技術の最先端技術を紹介することによって、医療機器の進むべき道の方向性が開示されている。 

 「半導体露光装置」の章では、４０年来続いている半導体集積回路の高集積化、高性能化への要求を

満たすために進んできたが、限界も近いことがまず述べられている。その限界を打破すべく、現在、EUV

露光技術、ＥＢ露光技術、ナノインプリント技術、それにDSA（自己整合型パターン形成技術）などが

最先端技術科・将来技術として紹介されている。 

 「表示機器」の章では、先ず、2010年より日本国内でも本格的な立ち上がりを見せ注目されている3D

表示機器の技術動向を概観し、一方で、これからはモバイルディスプレイの動きを受けて変化が予想さ

れるプロジェクタ分野についても新規の技術が紹介されている。 

「照明・集光光学系」の章では、「照明・集光光学系」の章では、他の章で述べた多くの光学機器にお

いて、結像光学系と同様に非常に重要な役割を果たす照明光学系について、キーとなるデバイス技術の

開発の重要性を、結像系の照明光学系、太陽熱発電用集光光学系、LED 集光光学系の３つの分野を通し

て論じている。 

「画像処理」の章では、コンピュータの性能の飛躍的な向上に伴い、Wave-Front Codingで代表され
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る被写界深度拡大技術など、ハイブリッド・イメージングや計算フォトグラフィーとも呼ばれる技術が

重要性を増している現状を展望している。また、画像エンジンLSIが、色補間・画像圧縮などの基本機能

に加えて歪曲補正や色再現性・偽色・ノイズ対策へとその守備範囲を拡げている現状も紹介されている。 

「光通信機器」の章では、近年の動画配信需要の拡大により増加の一途をたどっている光通信技術に

ついて、光ファイバ1本当たりペタビット級の伝送を実現していくために必要となるマルチコアファイバ

に代表される多重伝送技術、ネットワークのパス管理で重要となるWDMフィルタおよびROADMの技術

についても議論されている。 

最後に、「光学材料」の章では、高度な光学機器を支える光学材料全般（ガラス材料、セラミックス材

料、プラスティック材料）について、高屈折率、低分散の新しいガラス材料などの開発動向など、現状

と今後の展望が述べられている。 

以上が「光学機器における光デバイス設計と製造技術の先端動向に関する調査研究」についてのまと

めである。この報告書が我が国の技術水準を一層高め、国際競争力を増強するための新たな戦略立案お

よび研究開発加速へ寄与することを期待して、本報告書のしめくくりとしたい。最後に、本報告書の作

成で各章を担当していただいた委員の方々、また、第3章3.3節の執筆にあたり全面的なご協力を頂いた、

ソニー株式会社の野村秀雄氏、ならびに執筆者各位を支援していただいた関係各位、そして、今後のオ

ープンイノベーション戦略に当たって有益なご議論を頂いた㈱ニコン執行役員の大木裕史氏、東京大学

特任教授の小川紘一氏にこの紙面を借りて感謝の意を表します。 

（荒木 敬介） 
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