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基礎 R&D から新しいアプリまでを
カバーする 2014 年の技術 TOP 20
ジョン・ウォレス
Laser Focus World のシニアエディタ、ジョン・ウォレスが 2014 年で取
り上げた最も興味深いフォトニクス技術開発 20 を厳選。フォトニクスにお
ける 2014 年の一連の革新は、基礎および応用 R&D から新しいアプリケー
ション、技術改良までの全てを網羅している。

身につけたくなるディスプレイグラス

3. 顕微鏡用スーパーレンズ

1. 拡張現実ディスプレイ

技術系の購買層にとっては拡張現実

広い世間の人々にとって、最も注目

メガネが、まだ普及を阻む大きな障害

される開発中のフォトニクス機器の 1

を克服していないとは言うものの、革

つは、メガネ型の頭部装着型ディスプ

命的なアイデアとして見えるように、

レイ（ HWD ）
である。しかし、グーグル

メタマテリアルスーパーレンズもフォ

グラスは、その出だしであまり成功し

トニクスの専門家には同様に革命的に

なかった。理由は何か？ それは見た

見える。いまだ障害はあるものの、サ

目の奇抜さだ。片側に 1 つの小さなス

ブ波長顕微鏡を目指してスーパーレン

クリーンがあるだけ。それを使用して

ズの進歩は続いている（「スーパーレン

いると、ユーザは大抵斜視に見える
（ビ
デオ撮影用のメガネには潜在的に邪魔
な印象を与えるという別の問題もある）
。
米ノースカロライナ大チャペルヒル校
（ UNC ）
と米エヌビディア（ NVIDA ）
リ

図 1 ピンライトの薄い 6 角形アレイからの
光が空間光変調器（ SLM ）を通して投写され、
網膜に広視野画像を生成する。ピンライトア
レイとSLM（片方の目に１つ）がメガネフレー
ムにマウントされており、軽量のウエアラブ
ル拡張現実ディスプレイを形成する（提供：
UNC ）。

ズ」は遠視野光だけでなく、エバネセ
ント波も捉え、再焦点化するので、従
来の回折限界を打破できる）
。例えば、
米カルフォルニア大サンディエゴ校で
開発された 1D 多層メタマテリアルレ
ンズは近接場の対象を捉えて、それを

サーチの研究者たちは、こうした問題
の全てを解決するメガネ型ディスプレ

用の波面誤差があるとき、果たして何

遠視野に映し出す、つまりエバネセン

イを設計している。透明な拡張現実メ

ができるか。あるいは、逆に、光学系

ト波を自由空間を伝搬する波に変え

ガネは、3D 立体視が可能であり、少

の設計者が、そのようなシステムのコ

る。米パデュー大が開発した別のスー

なくともメガネには見えるだろう
（図1、

スト、複雑さ、アライメントの過敏性

パーレンズは、加工してファイバ端に

「拡張現実ディスプレイ : ピンライトア

を低減するために、低波面誤差を損な

組み込める。製造、自己組織化への第

レイによって、軽量で、透けて見える頭

うことなくできることがあるとすれば、

3 のアプローチは英サザンプトン大で

部装着型ディスプレイが可能になる」
、

それは何か。

研究が進められている（参照「フォトニ

Laser Focus World Japan、2 0 1 5 年 1
月号、P10 ）
。

米 QED オプティクスのエンジニアは

クスフロンティア : 顕微鏡：スーパーレ

こう答える。磁気レオロジー仕上げ

ンズの新展開がサブ波長顕微鏡を改

（ MRF ）装置を用意して、正確に逆の
2.「完全ネガティブ」光学表面

善」、LFW, 2014 年 8 月号）。

波面誤差を持つ光学板を作製し、光学
4. 薄膜コーティングの負の屈折率層

遙かに性能が優れた光学系におい

系の適切な位置に置くと、波面の問題

て、例えば望遠鏡や高エネルギーレー

を相殺することができる（参照「テスト

多層光学薄膜コーティング設計の分

ザ光学系など、精密に設計され、製造

と計測：MRFは完全ネガティブの表面

野では、仏フレネル研究所のミシェル・

された光学系がアセンブリ後にまだ無

を作製する」LFW, 2014 年 2 月号）。

ルキームと研究者らが、薄膜設計で一
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定の層を負の屈折率を持つようにした
際、何ができるかを調べた。
（そのよ

ュース）
。

レーザとイッテルビウムファイバレー
ザを含んでおり、可変赤色および赤と

うな材料のプロトタイプは、メタマテ

スペクトラルコンケスト

リアルという形ですでに開発されてい

6. 可視光チューナブルファイバレーザ

レーザとなっている（図 2 ）
。残りの可

る）。研究グループは、数値計算によ

ファイバレーザは従来のレーザの制

視光スペクトルを実現するための研究

って、負の屈折率層が 1/4 波長のブラ

約の多くを克服する：大抵の場合、小

は進められている（参照「光源の進歩：

ッグミラーのスペクトル分散調整に役

型（大きな光学系が少ない）
、簡素（光

ファイバレーザで可 視 光チュ ーニン

立つこと、さらに興味深いことに、多

ファイバピグテール励起レーザ）であ

グ」、LFW, 2014 年 6 月号）。

層ファブリペローキャビティの共振が

り、電力変換効率が高い。とは言え、

非常に広帯域になることを解明した。

ファイバレーザでの利用に適した利得

薄膜を中央に挟んだ 2 つの多層リフレ

媒質から得られる波長域は限られてお

面発光レーザ（ VCSEL ）の用途は多

クタで構成されるこの種のキャビティ

り、主に近赤外である。しかし、ファ

様で、データ通信から暗視照明まであ

は、多層光学フィルタ設計の標準的な

イバレーザを使って他のレーザつまり

るが、現在までのところ、製品 VCSEL

アプローチである（参照「多層光学コー

光パラメトリック発振器（ OPOs ）を励

の発振波長は赤色スペクトルもしくは

ティングにおける負の屈折率層によっ

起することができ、これによって可視

赤外（ IR ）域に留まっている。しかし

て新たな特性が誕生」
、LFW, 2014 年

光スペクトラム域にチューニングでき

青色を発光する窒化物ベースの VCSEL

5 月号）
。

る。ファイバレーザ本来の簡素性が一

の開発努力は続いている。商業的に成

部低下するものの、結果的に得られる

功しておらず、多くの障害が残ってい

5. エクサワットクラスのレーザガラス

機器は、それでもやはりコンパクトで

るにも関わらず、このような研究が注

緑の間で可変の 2 倍波ラマンファイバ

7. 青色発光 VCSEL

エクサワットクラスレーザ用のレー

効率的である。米ロッキードマーチン

目されている理由は何か。これは単純

ザガラス材料の研究が進行している。

レーザとセンサシステムズのバージョ

に、形勢を一変させるフォトニクスデ

エクサワットパワーレベルのレーザ出

ンは、周波数 2 倍エルビウムファイバ

バイスの 1 つ、青色 VCSEL が実験室

力は、高いレーザフリルエンスによる

で実現されたからである。また日亜工

損傷を防ぐためにレーザアパチャを大

業、パナソニックおよび他の場所のプ

きく保ちながら、同時にレーザ出力パ

ロジェクトに十分な資金が大胆に投入

ルスの持続時間を短くすることで達成

され続けているからである。米ニュー

されるようだ。チタンサファイア結晶

メキシコ大のダニエル・フィーゼル氏

は、必要とされるメートルクラスのア

は、高性能の窒化 VCSEL を実現する

パチャにすることができないので、競

には「金と画期的な着想の両方が必要

争圏外となる。北米のショット社の研究

だ」と言う。「最終的に、窒化 VCSEL

チームが、ネオジウム（ Nd ）
添加リン酸

は実現するだろうが、それには根気と

塩や他の添加ガラスを開発している。

もっと時間が必要だ」
。根気よくがん

これらは、エクサワットレーザの強力

ばれ（参照「窒化
!
VCSEL 実現への厳

パルスに対処することができる。その

しい挑戦」、LFW, 2014 年 10 月号）
。

ようなレーザは、光パラメトリック・チャ
8. コンセントリック

ープパルス増幅器（ OPCPA ）や他のタ

グレーティングテラヘルツ QCL

イプ
（ Nd：ケイ酸塩、Nd:リン酸塩）
の最
終増幅段でいずれかのタイプのフロン
トエンドガラスを使う可能性がある
（参照「レーザガラス材料：ガラスの進
歩 がエクサワットクラスレーザを先
導」、LFW, 2014 年 4 月号 , ワールドニ

図 2 光パラメトリック発振器、シングル高
調波発生、和周波発生非線形プロセスを単一
の周期分極反転ニオブ酸リチウム（ PPLN ）結
晶に統合することでファイバレーザからの赤
外光が周波数変換され、可視光域の波長が得
られる（ロッキードマーチンレーザとセンサシ
ステム提供）
。

シンガポール南洋理工大とシンガポ
ール科学技術研究庁、英リーズ大、香
港理工大、中国の上海交通大からなる
国際研究チームは、少なくともテラヘ
ルツ発光量子カスケードレーザ（ QCL ）
Laser Focus World Japan 2015.3
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にとっては、形状による大きな違いが

「半導体業界の大きな驚きは、そのよ

た。同チームは、プロトタイプの単結

生まれることを示した。研究チームは、

うな簡単なプロセス法でも非常にクリ

晶ダイヤモンド多波長リング共振器通

標準的なリッジ導波路の QCL を作製

ーンな半導体特性が出せること、シリ

信光源を実証した。この光源は、四波

するのではなく、円形活性層と同心円

コンなど従来の半導体で必要とされる

混合（ FWM ）を介して光パラメトリッ

形グレーティング（ CCG ）のデバイスを

複雑な精錬法が不要であることだ」と

ク発振器（ OPO ）として動作する。連

設計し作製した。出力は、垂直に自由

カベンディッシュ研究所の教授、リチ

続波（ CW ）で励起したときの結果は、

空間に出る。利点は、発散が少ない数

ャード・フレンド卿は語っている。より

周波数コムになる。研究者はまた、周

十ミリワット（ mW ）の出力で、これは

高い電流密度で LED の量子効率向上

波数コムの製造を高精度天文学向けの

リッジ導波路テラヘルツ QCL の 5 倍以

によって、照明やディスプレイ向けの

可視光スペクトルに位置づけようとし

上となる（参照「テラヘルツ光源：コン

ローコストの LED が可能になる（参照

ている（参照「非線形材料：ダイヤモン

セントリックグレーティング QCL の出

LFW オンライン、8 月 5 日）。

ド非線形光波混合は多波長通信光源に

力はリッジ QCL の 5 倍」
、LFW, 2014

とって有望」
、LFW, 2014 年 9 月号ワ

年 2 月号）

より高いデータレートのための
渦巻チャージ

ールドニュース）
。

9. ペロブスカイト VCSELs

11. 軌道角運動量多重方式

13. 光ファイバ爆発物センサ

ペロブスカイトは、多彩な材料（実

通常、波長多重（ WDM、多数の異

爆発物の高感度検出はこれまで以上

質的には材料群）であり、発光体にも

なる波長を結合する）や偏波分割多重

に重要になってきている。ガスあるい

高効率薄膜太陽電池にもなる。英ケン

（ PDM、異なる偏波を統合する）など、

は液体ベースの光ファイバセンシングは、

ブリッジ大カベンディッシュ研究所の

個別の送信器からの光を結合するアプ

光・化学物質との相互作用領域が長い

研究者たちは、光励起ペロブスカイト

ローチで光通信のデータレートは増え

ので、当然のアプローチとなる。豪アデ

VCSEL を作製した。これは緑色励起

る。このたび、別のタイプが現れた。軌

レード学、防衛科学技術機関（DTSO）
、

光を 70％の効率で近赤外（ 760nm ）レ

道角運動量（ OAM ）
多重方式だ。OAM

中国の上海電力学院の研究者は、懸垂

ーザ光に変換する。この実証実験の成

では、異なる螺旋位相レーザビーム
（「渦

コアマイクロストラクチャ光ファイバ

果の 1 つは、光吸収が始まるとペロブ

巻チャージ」とも言う）
を結合して光フ

を作製した。内部表面は共役高分子が

スカイトの中で電子とホールが即座に

ァイバで伝送する。それを受信端で分

コーティングされ、毛管作用としてのみ

（ 1ps 以内）形成されるが、それから再

離する。米国の南カルフォルニア大、

利用し、少量の爆発物 1,4- ジニトロベ

結合までに最大数マイクロ秒（μs ）程

ジェット推進研究所、英グラスゴー大、

ン ゼ ン（ 1,4-dinitrobenzene: DNB ）で

度かかるということである。この特性

イスラエルのテルアビブ大が行ったこ

染めたアセトンを満たす。波長 488nm

は、ペロブスカイトの幅広い研究領域

の研究では伝送レートが 100 Tbit/s を

の光を伝搬させると、爆発物があると

の大部分にとって実質的によい前兆で

実 現。これは PDM、WDM、OAM を

きには、例え濃度が 6.3ppmでも、ファイ

あり、例えばローコストの高効率太陽

利用した（参照「フリースペース通信：

バは表面に付加したポリマの蛍光消光

電池の開発が挙げられる（参照「高効

100Tbit/s リンクは軌道角運動量多重

を示す。この技術は、さらに発展させて

率ペロブスカイト太陽電池材料はレー

方式を利用」
、LFW, 2014 年 3 月号）
。

手製簡易爆発物の検知にもできる（参
照「コーティングした懸垂コアファイバ

ザ発振も可能」
、LFW オンライン、3 月
28 日）。

12．ダイヤモンド多波長光源
ダイヤモンドが通信エンジニアの一

10. ペロブスカイト高輝度 LED

で微量の爆発物を検出」
、LFW, 2014
年 6 月号ワールドニュース）
。

番の味方となるまでにあまり時間はか
14. 機械加工できる

別の例として、ハイブリッドペロブス

からないかも知れない。米ハーバード

カイトは、緑、赤もしくは近赤外を発

大、マサチューセッツ工科大、シュル

光する高輝度 LED にもなる。作製は

ンベルジェドール研究センターの研究

中国、ハルピン工業大の Yi Liu と

極めて簡単であり、基板にペロブスカ

チームは、リング共振器構成でダイヤ

Shiliang Qu が開発した技術で、高品

イト溶液をスピンコートすればよい。

モンドの非線形光学特性に注目してき

質ファブリペロー干渉計（ FPI ）キャビ
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ファイバセンシング用FP キャビティ

ティセンサを、フェムト秒レーザ誘導

冠、高反射率の氷面や雪面をマッピン

ウォータブレイクダウン加工を用いて

グできる。このシステムは旧来の低反

シングルモード石英光ファイバに刻み

射率でサンプリングする装置の改善版

込むことができる。得られた FPI キャ

である。シグマが最近商用発表した、

ビティは流体の屈折率測定に適してお

自己資金で開発し、HRQLS と命名し

り、長さがわずか 40μm で軸面が平坦

た中程度の高度で高い解像度の量子ラ

になっている。チタンサファイアレー

イダシステムでは、グリーンレーザビーム

ザからのパルスを水中に浸漬したファ
イバに集中させ、気泡、衝撃波、高速
噴流を生成してシリカを加工する。セ
ンサは温度に対しては低感度であり、
屈折率を 1.29×10

−4

の精度で計測でき

る（参照「フェムト秒レーザで屈折率

L=30mm

図 3 SWIFTS チップを示す。左側でフェル
ールが光ダイへの入力ファイバに接続。光ダ
イは、イメージング CMOS センサにボンドで
取り付けてある。チップは、導波路がよく見
えるように赤色レーザで照射している（提供：
レゾリューション・スペクトラ・システムズ）。

センシング FP キャビティを光ファイバ

を空間的に分割して 5×5 アレイを形
成し、高度 2.3km から 50cm の地肌ピ
クセルを生成する（図 4 ）。公称 2.3km
の飛行高度、最大半円錐角 20°
、最大
対気速度 450km/hr で、最大カバー面
は 616km2 /hr であり、以前のシステム
に対して約 8 倍となる。シグマは、特

に刻み込む」
、LFW, 2014 年 1 月号ワ

ルの多数の FBG センサから瞬時にデー

注の 100 ビームシングルフォトンライ

ールドニュース）。

タ を 取 得 す る こ と が で き る（参 照

ダも作製しており、これは航空機から

「 SWIFTS で分光学：高分解能分光計

地上まで高度 8.5km で動作し、観測幅

を小型化」
、LFW, 2014 年 9 月号）
。本

は 2.4km である（参照「シングルフォ

誌 P40も参照。

トンライダにより、迅速な地形的、等深

SWIFTS ミニ分光計
15. ナノドットラインナップを使って
スペクトル検出
定在波集積フーリエ変換分光分析

線的カバレッジが実現」、LFW, 2014
16．シングルフォトンライダ

年 7 月号ワールドニュース）
。

（ SWIFTS ）
は、仏レゾリューション・ス

米シグマスペース社のエンジニアが

ペクトラ・システムズが開発した新し

開発したライダシステムは、シングルフ

い分光計であり、グレーティングやフ

ォトンに感度があり、公称で、航空機か

シリコンフォトマルチプライヤ

ーリエ変換分光計にともなう従来の問

ら地上まで高度 2.3km で低反射率の林

シリコンフォトマルチプライヤ（SiPM）

17. 高フィルファクタの

は、従来の光電子増倍管
（PMT）
の代替

題を回避している。問題とは、分解能、
計測波長範囲、速度、サイズ、長期較

2Dproﬁle

正安定性の間のトレードオフである。

となりうるものとして開発されたが、
デバイスのポリシリコン（ poly-Si ）
電気
抵抗をディテクタ表面に置かなければ

SWIFT の検出部分は、導波路に周期
的に作製したナノドットでできている。

ならないので、入力光の一部を妨げる

各ナノドットからの散乱光をリニアア

ことになる。SiPM デバイスのフォトン

レイディテクタの個別ピクセルで拾い

検出効果を改善するためにシンガポー

上げる（図 3 ）
。その結果、導波路に生
成した個別の定在波のために、各ナノ
ドットスペクトルが区別できる。リップ
マン関数と呼ばれる数学的な変換をデ
ータに適用してスペクトル全体を作成
する。導波路ベースなので、干渉計は
小型で堅牢だ。VCSEL、OPO、 外 部
共振器レーザダイオードなどのレーザ
光源のスペクトル評価に適している。
また、リモート光ファイバセンサケーブ

Optical depth=18m 10m/division
Physical depth=13.5m
Paciﬁc ocean
400m

図 4 HRQLS（上）で取得した、カルフォル
ニア州モントレー近くのポイントロボ（ Point
Lobo ）の 3D 点群データをノイズ除去したも
のを示している。データは高度 2.3km、速
度 200 ノットで取得。上の図からの 30m
の細長い土地の 2D 断面図（下）は、陸地、地
元の修道院（右）から太平洋（左）に広がる。海
岸から深さ 13.5m の湾曲部までを取得する
HRQLS の能力を実証（提供：シグマスペース
社）。

ル A*STAR マイクロエレクトロニクス
研究所（ IME ）
の研究チームは、新しい
技術を開発した。ここでは、従来の
poly-Si 抵抗を置き換えるために、垂直
バルク Si クエンチング抵抗を SiPM セ
ルに埋め込んでいる。両方のシミュレ
ーションと実験の結果により、新しい
SiPMセル構造のパフォーマンスが確認
されている。セルフィルファクタ 81％
の SiPM が作製された（参照「シングル
Laser Focus World Japan 2015.3
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図 5 白色光回折トモグラフィ（ WDT ）は、
高解像度の細胞や他の対象の 3D 画像を得る
ために染料を必要としない（提供：ガブリエル
ポペスキュ）。

図6 大型地上設置型望遠鏡は、
観測対象ごとに1つの光ファイバで天体の分光情報を収集する
（a）
。
スターバグマイクロロボットが、望遠鏡焦点面の光ファイバの位置決めを行う
（b）
（提供：AAO ）
。

フォトンカウンティング：新しいシリコ

も 7 万時間の寿命になると見られてい

ンフォトマルチプライヤ構造によっ

る
（参照「ディスプレイの進歩：量子ドッ

て、より効率的なフォトン検出が期待

トフィルムによって色表現が 50％向上」
、

できる」
、LFW、2014 年 5 月号）
。

LFW, 2014 年 4 月号）。

18．量子ドット LCDs

19. 白色光回折トモグラフィ

LFW オンライン 1 月 22 日）
。
20. スターバグの
モーションコントロール
オーストラリア天文台は、次世代の
地上設置望遠鏡を開発しており、ここ

液晶ディスプレイ（ LCD ）は、一般

米イリノイ大で開発された新しいト

では数 100 の光学部品を望遠鏡の焦点

の人々の生活に不可欠である（少なく

モグラフィ技術は、従来の顕微鏡や白

で独立に位置決めしなければならない

ともいわゆる先進国で。発展途上国で

色光源を使って細胞やその内部構造の

（個々のファイバが異なる星からの光を

も急速に使われるようになってきてい

3D 画像処理を行う。他の 3D イメージ

取り出す）
。研究チームは、これら全て

るが）
。LCDがなかったら、多くの人々、

ング顕微鏡技術では化学物質、UV 照

のファイバが焦点の大きなガラス面で

エンジニア、会計士、ウィキぺディア知

射、機械的力などのアプローチを利用

独立に動くようにファイバの位置決め

識人、脅迫的なツイッターユーザーは思

するが、この新技術は、そのようなマ

で苦闘している。大きくて解体不能の

考が停止する。

イナス面があるアプローチを用いるこ

機械的な寄せ集めを開発するのではな

となく 3D 画像を取得できる見込があ

く、研究チームはスターバグロボット

何であれ大歓迎である。3M のエンジ

る。結果的に得られる画像は、化学的

を開発した。これは小型の圧電駆動の

ニアがチームを形成して、量子ドット

（染料または造影剤）な影響下ではな

円筒形ロボットで、真空保持されてお

（ QD ）を含 む初 の LCD を開 発 し、 市

く、通常の環境での細胞の振る舞いを

り、それぞれが 2 ㎜ /s の速度で、ある

場投入した。このディスプレイは、従

とらえる（図 5 ）
。白色光回折トモグラ

いは 1μm ステップで個別に独自の調整

来の LED 照射 LCD でカバーされるよ

フィ（ WDT ）デバイスは通常の位相差

をする。

りも最大 50％多い色域をカバーし、商

顕微鏡に搭載するが、顕微鏡自体の変

スターバグの主要パーツはわずか 3

用有機 LCD
（ OLED ）
ディスプレイの色

更は不要。顕微鏡は細胞の深度によっ

つだ。そのうちのひとつ圧電セラミッ

域さえも凌駕する。QDは、バリア膜に

て焦点を変え、様々な焦点面の画像を

クチューブは別の圧電セラミックチュ

したがって標準的な LCD の改善は、

挟まれたポリママトリクスに散らばっ

取得する。次に、ソフトウエアが画像

ーブ内に端をソリッドリングで留めて

ていて、わずか 55μm 厚のシートを形成

をコヒレント 3D 処理する。細胞はま

いる。低コストであり、必要なら瞬時に、

している。現行世代の QD は 3 万時間

ったく損傷を受けないので、細胞のビ

数 千 が 一 斉 に 動 作 す る（図 6、LFW,

の寿命であるが、次世代には少なくと

デオ映 像 が簡 単 に撮 影 できる（参 照

2014 年 3 月号）
。
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