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研究の背景と目的 

ギャラクシーギア 

http://www.sankeibiz.jp.htm 

グーグル・グラス 

http://ja.wikipedia.org/wiki/Google_Glass 

ウエアラブル 

新しい映像の世界 

スマートモビリティ社会 
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レーザ走査型ディスプレー 

産業技術総合研究所 ニュースリリースより 

研究の背景と目的 

ブラザー工業•ニュースリリース((2008.4.11,  2011.8.24)より 

 携帯型レーザプロジェクター 

 アイウエア 
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網膜走査ディスプレイ（Retinal Imaging Display ：RID） 

    RID装置図                 RID装着時のイメージ 

ブラザー工業•ニュースリリース((2008.4.11,  2011.8.24)より 

研究の背景と目的 
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研究の背景と目的 

特徴とメリット 
 
●フォーカス・フリー 

焦点を合わさなくても、鮮明な画像が得られる。曲がった面
にも投影可能。 
 
●鮮明な画像（網膜走査ディスプレー） 

近眼遠視に関係なく鮮明な画像。目の調整機能の負担少。
焦点を合わせるための機械的な位置調整が不要。 

レーザ走査型ディスプレー 
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マイコミジャーナル（2009.10/22）より 

小型化に難点 従来は、ミラーで合波 

●一体化にするには 
小型化が必要 
●信頼性向上のため
にはデバイスの集積
化が必要 

網膜走査ディスプレーの構成図 

従来技術とその問題点 
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マイコミジャーナル（2009.10/22）より 

小型化、集積化が実現 
 
新技術は、導波路で合波 
 

網膜走査ディスプレーの構成図 

新技術の特徴・従来技術との比較 

導波路型三原色 
合波器の導入 



Multimode Interference
（MMI）を用いた素子 アレイ導波路回折格子（AWG) 

光導波路型合分波器の例 

方向性結合器(DC)型スイッチを用いた素子 
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導波路型三原色合波器のアイデア 

●単一モード光を伝搬させる。 
 
●光通信分野で用いられている「方向性結合
器型光スイッチ」（右図）の使用。 
 
●波長が大幅に異なる３色の光を合波するた
めの工夫が必要。 
 
 
導波路型合波器は、波長多重光通信応用で
は実績があるが、赤、青、緑光のような波長
が大幅に異なる光の合波は検討されていない。 方向性結合器型光スイッチ 

光導波路 

光スイッチ部 
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導波路型三原色合波器のアイデア 

●波長が大幅に異なる３色の光を合波するための工夫。 

方向性結合器型光スイッチ 

光導波路 

光スイッチ部 

光導波路 

光スイッチ部 

３原色光の合波器構造 

２つの方向性結合器の間に反対側からもう一つの方向性結合器を設ける。 
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導波路型三原色合波器のアイデア 

光導波路 

光スイッチ部 

３原色光の合波器構造 

光導波路 

光スイッチ部 

３原色光の合波器構造 

●波長が大幅に異なる３色の光を合波するための工夫。 
２つの方向性結合器の間に反対側からもう一つの方向性結合器を設ける。 
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光導波路：埋め込み型シリカ系 (SiO2) ガラス導波路 
コアサイズ: 2 μm 
コアとクラッドの屈折率差⊿n: 0.5% 
赤、緑、青の光に対して単一モード光のみ伝送 
赤、緑、青の光の波長: 640, 520 and 460 nm 

方向性結合器型スイッチを用いた合波器 

・世界でで初めて高効率
かつ超小型の両者を同
時に実現 

・集積化による信頼性向
上の実現 
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赤 緑 青 

赤 (%) 緑 (%) 青 (%) 

98 98 92 

合波特性 

出力特性 
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波長依存性 

赤 
青 

緑 

波長のズレ（μm) 

光
出

力
（
％
）

 

レーザの波長変動に対する特性変動が少ないロバストな素子特性 
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偏光を変えても、出力の変化は無い 

偏光 青 緑 赤 
TE 92.1 % 98.1 % 97.8 % 
TM 92.1 % 98.1 % 97.8 % 

基板 

クラッド層 

コア 2μm 

2μm 

TM偏光 

TE偏光 

偏光依存性 

断面構造 
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試作した素子の例 

1mm 
FUKUI(1,1) 

素子識別番号 

光導波路部分（単一モード
導波路が赤い線の部分に
隣接して３本走っている） 
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想定される用途 

• 携帯型レーザプロジェクターやめがね型網膜
走査ディスプレー等の超小型ディスプレー。 

• 超小型ディスプレーを組み込んだ省力化シス
テム全般。 

• イルミネーション用三原色合波器。 

• その他。 
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半導体レーザとパッシブアラインメントに 
よって集積化した導波路型合波器 

● PLC*技術を用いた素子作製 

   特性評価、歩留まりの評価 

 

●半導体レーザとの集積化 

   パッシブアラインメントによる 

   生産性向上 

実用化に向けた課題 

* Planar Lightwave Circuit（平面光回路） 

合波光出力

方向性結合器3

方向性結合器2

方向性結合器1

ＲＧＢ半導体レーザ

SiO2ガラス基板

Si半導体基板
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・今まで光通信用デバイス作製のために用いられてきた
実績のある作製プロセスを転用するだけで作製可能。 

 
 
 ３原色合波器作製に向けた共同研究を希望。 
 
・超小型レーザディスプレーへの組み込み検討を希望。 
 
・超小型レーザディスプレーの新しいシステム展開に関す
る共同研究を希望。 

企業への期待 



20 

• 発明の名称 ：光合波器及びこの光合波器 
          を用いた画像投影装置 
• 出願番号 ：特願2012-61339 
• 出願人  ：福井大学 
• 発明者  ：勝山俊夫、森本竜治 

本技術に関する知的財産権 
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• 2011年度 福井大学研究育成経費事業に採択 
• 2012年度  JST知財活用促進ハイウェイ「大学特許価値向上支援」事業に採択 
• 2013年度  JST A-STEP  【FS】探索タイプ事業に採択 
• 2013年度  JST A-STEP  【FS】シーズ顕在化タイプ事業に採択 

 

産学連携の経歴・学会発表 

産学連携へ向けた取り組み 

主な学会発表 
1) R. Morimoto, Y. Kakinoki, Y. Kato, and T. Katsuyama, “Compact red-green-blue multiplexer with a 
waveguide structure”, 17th Microoptics Conference (MOC’11), Sendai, Japan, H-69 (2011) 
2) 森本竜治，加藤裕侑也, 柿木良明, 勝山俊夫，“レーザーディスプレイ用導波路型RGBコンバイ
ナー”，第１２回レーザー学会「レーザーディスプレイ技術」専門員会，大阪大学待兼山会館，2012-01 
3) R. Morimoto, Y. Kakinoki, Y. Kato, and T. Katsuyama, “Compact red-green-blue beam combiner 
with a waveguide structure”, The 1st Laser Display Conference (LDC’12), Yokohama, Japan, LDCp7-
12 (2012) 
4) Y. Kato, Y. Kakinoki, R. Morimoto, and T. Katsuyama , “Integrated Waveguide-type Red-Green-Blue 
Beam Combiners for Compact Projection-type Displays”, Proceedings of the International Display 
Workshop, Vol. 19, 1375-1378 (2012) 
5)中尾 慧，小川 浩輔, 勝山 俊夫，“光導波路型三原色合波器の検討”，2013年秋季第74回応用物
理学会学術講演会，同志社大学，18a-A8-11 (2013) 
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お問い合わせ先 

国立大学法人 福井大学 
産学官連携本部 
コーディネーター 宮川 才治 
 
ＴＥＬ ０７７６-２７-８９５６ 
ＦＡＸ ０７７６-２７-８９５５ 
e-mail ｓ_miya@u-fukui.ac.jp 
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