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電子・情報技術開発部 

１．件 名：プログラム名 高度情報通信機器・デバイス基盤プログラム 

 省エネルギー技術開発プログラム 

      （大項目）  大容量光ストレージ技術の開発 

 
2.背景及び目的・目標 

情報通信技術のめざましい進展により、近い将来、ネットワークがすみずみにまで行き渡り、時間や

場所の制約を受けずに、必要とする情報や知識を、誰もが自由に創造、流通、共有できる情報通信環境

の実現が要望されている。このような情報通信環境においては、ネットワークに情報通信システム・モ

バイル端末が多数接続された状態での利用が想定されるため、大量の情報の流通・蓄積に対応した大容

量のストレージ技術の発展が不可欠である。 

 また、今後の我が国経済を牽引する原動力として、情報通信産業の持続的発展が重要であり、その鍵

となる産業技術力の強化が必要である。本プロジェクトは、高度情報通信機器・デバイス基盤プログラ

ムの一環として、情報通信システム・モバイル端末実現に不可欠な大容量光ストレージ技術を平成 18

年度までに確立するとともに、共通基盤技術としての先端的光技術の確立を目指して、実施する。 

 近年のネット社会の進展により情報量は急激な伸びを示している。今後高精細な動画情報等をやりと

りするためには社会インフラおよび個人レベルでも大容量のストレージが求められており、平成 19～22

年頃には 1 テラビット/inch2 のメモリが必要であることが予想されている。これを実現するには記録セ

ルのサイズを小さくする必要があるが、従来技術の延長では光の回折限界や媒体の熱揺らぎ等によりそ

の実現は不可能である。このため、我が国が先進的に取り組んでいる近接場光等に代表される先端的な

光技術を発展させ、これを産業技術へ繋ぐことにより、大容量・低消費電力の光ストレージを実現する

必要がある。 

 本プロジェクトでは、平成 18 年度を目処に、高密度と記録・再生の高速性とを実現する光記録技術を

開発することを目的とし、以下の研究開発を実施する。 

 

研究開発項目①近接場光基盤評価技術 

・開発項目 「近接場光数値開発ソフトウエア、ナノ精度立体構造作製技術、高分解能近接場光評

価技術の研究開発、次世代光メモリ技術の実用性評価」 

・中間目標（平成 16 年度）：PC で運用可能なナノ寸法領域での電磁界の数値解析ソフトの基本性能

を完成すると伴に、10nm 以下の加工精度、高歩留まりのナノ加工技術

を開発する。30nm 以下の記録ビットセル構造を 1.5nm(σ)以下の誤差

精度で計測する。 

・最終目標（平成 18 年度）：PC で運用可能なナノ寸法領域での電磁界の数値解析ソフトを完成する

と伴に、～nm レベルでの加工精度、高歩留まりのナノ加工技術を開発

する。さらにコントラスト比 10 以上の偏光検出部をスライダーへ実装

し、20nm 以下の記録ビットセル構造を 0.5nm(σ)以下の誤差精度で計

測する。 
 

研究開発項目②近接場光媒体技術 

・開発項目 「記録セル位置制御技術、高性能記録膜材料の研究開発」 

・中間目標（平成 16 年度）：300 ギガビット/inch2 に対応する～35nm 径の媒体微小ピットのナノ加

工、配列化技術を開発すると伴に、～35nm 径微小磁区が形成できる記

録媒体材料を作製する。 

・最終目標（平成 18 年度）：1 テラビット/inch2 に対応する～20nm 径の媒体微小ピットのナノ加工、

配列化技術を開発すると伴に、～20nm 径微小磁区が形成できる記録媒

体材料を作製する。 
  

研究開発項目③近接場光記録再生技術 
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・開発項目 「光利用効率向上技術、ヘッド高速走行技術、記録再生技術の研究開発」 

・中間目標（平成 16 年度）：35nm 径の記録用微小光スポットを光利用効率 0.1～1％で発生させると

共に、近接場光ヘッドの浮上量を 35nm 以下で安定浮上走行させる。さ

らに、300 ギガビット/inch2 の記録実証可能な評価システムを開発し、

300 ギガビット/inch2 の記録実証の総合評価を行う。 

・最終目標（平成 18 年度）：～20nm 径の記録用微小光スポットを発生させる近接場光発生デバイス

部において光利用効率 1～10％を達成するとともに、近接場光ヘッド

の浮上量を 20nm 以下で安定浮上走行させる。さらに、1 テラビット

/inch2 の記録実証可能な評価システムを開発し、1 テラビット/inch2

の記録実証の総合評価を行う。 

 
研究開発項目④「ナノマスタリング技術」 

・最終目標（平成18年度）：電子ビームの収束スポット直径20nm以下、電流密度8kA/cm2以上の電

子ビーム光学系を有する電子ビーム露光技術を開発し、直動、回転ス

テージ位置をそれぞれ標準偏差10nm以下、2nm以下の精度で移動制

御するステージ機構系技術と電子ビーム偏向補正技術を組み合わせた

高精度描画位置制御技術を開発し、統合してナノマスタリング技術を

開発する。１テラビット /inch2級相当のナノパターンドメディア用の

ディスク原盤（30nm以下幅同心円溝全面描画、トラックピッチ精度：

標準偏差1.5nm以下）の試作により、ナノマスタリング技術を検証す

る。  
 

 
3.実施内容及び進捗（達成）状況 

東京大学大学院工学系研究科電子工学専攻（平成 15 年度まで東京工業大学大学院総合理工学研究科） 

教授 大津 元一をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施している。 

 

研究開発項目①近接場光基盤評価技術 

数値解析ソフトウェアの研究開発では、平成 14 年度は、微弱な電場を増強するプラズモンを扱

えるようにするため、金属の自由電子モデルである Drude モデル及び Lorentz モデルを考慮した

数値解析ソフトの基礎部分を開発した。平成 15 年度は、平成 14 年度に引き続き、微弱な電場を

増強するプラズモンを扱える数値解析ソフトの開発を継続し、GUI は近接場光を発生するデバイ

スのモデル入力だけでなく、数値計算結果の出力表示化を行うなど、中間目標での基本計算機能

を実現する上で必要な応用部分と、光学的異方性媒質への対応部分を開発した。平成 16 年度は、

中間目標として、高速性や光記録における熱を考慮した数値解析を除く基本計算機能を実現した。

平成 17 年度は、光プローブから出射した光により、光記録媒体で発生する熱分布の計算を行い、

最終目標の計算機能を実現する上で必要な基本部分を開発した。 

ナノ精度立体構造作製技術については、平成 14、15 年度は、立体構造を有する近接場光発生

用プローブについて，導波モードの数値シミュレーションに基づき設計法を開発し，具体的立体

構造の構成を決定した。そして、干渉露光法、NLD エッチング、HF 形ウェットエッチング、精密

研磨により先端開口径が数十 nm の近接場光発生用ヘッドを 10nm 精度での再現性、歩留まりの高

いバッチプロセスで作製することができた。平成 16 年度は、近接場光を用いた微細加工におい

て基板上での寸法・位置設定誤差が 10 ナノメートル以下であることを確認し、中間目標を達成

した。平成 17 年度は、立体構造を有する近接場光発生用プローブについて、形状・寸法・表面

状態の評価を行った。また、効率向上のための数値解析を継続し、この解析結果から得られた最

適プローブをナノ立体加工技術に応用するとともに、ナノ立体構造と光の共鳴効果を利用するこ

とで寸法・位置設定誤差を評価した。 

高分解能近接場光評価技術のうち、近接場光再生評価技術については、平成 14 年度は，カン

チレバー型の近接場光顕微鏡のプローブとして開口の一辺に光エネルギーを局在化させた偏光

制御型プローブを作製した。また，設計パラメータ，動作パラメータとして重要なものを選定し
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た。平成 15 年度は，偏光制御型近接場光プローブの開口が発生する近接場光の分布を直接観察

するとともに、シミュレーションによって，中間目標である 300Gb/in2 の記録密度に対応した分

解能の近接場光プローブの構造を決定した。平成 16 年度は、分解能向上のパラメータを固めて

試作を進め、平成 16 年度末には 300Gb/in2 対応分解能を得る見通しを得た。平成 17 年度は、プ

ロービング機構部の環境制御について、設計・試作に着手した。また、偏光による高コントラス

ト信号検出については、近接場光発生用プローブを試作評価するとともに、光源から近接場光プ

ローブ、メディアを透過する光量を計算して分解能を定量化し、最終目標達成の方策を検討した。 

高分解能記録ビット構造計測システムについては、ステップインＡＦＭ技術をベースとして、高

剛性・高精度平行平板型プローブ走査機構を製作し、ドリフト補償とＺ軸干渉補正により低接触

力・安定駆動方式を開発し、探針先端径 5nm の高感度評価用プローブを製作して評価を行った。

さらに、近接場光プローブ評価する装置の光学系を立ち上げることができた。平成 16 年度は、

装置改造・評価を行い、接触力を低減しつつセンサノイズを抑えることができ、平成 16 年度末

には中間目標を達成する見通しを得た。また、スーパレンズ方式については、平成 14 年度は、

青色レーザ用表面プラズモン光増強薄膜として Ag ナノ粒子プラズマ還元法を開発し、405nm
波長領域での局在プラズモン光吸収を確認すると伴に、光ディスク表面に製膜が可能であること

を確認した。平成 15 年度は、ナノ粒子構造を融合したスーパーレンズディスクで、

405nm/NA0.65 光学系を用い 60nm マーク長で CNR>30dB 以上の信号特性を観測した。平成 16

年度は、ディスク構造および Ag ナノ粒子径とその構造制御を行い、30nm マーク径で CNR>20dB

を得ることができた。平成 16 年度末には 20nm 径の記録マークを 20dB の感度で検出できる見通

しを得た。次世代光メモリ技術の実用性評価については、平成 15 年度は、3 次元多層メモリ、

ホログラムメモリ、及び周辺の超高密度メモリに関する産業動向・技術動向について調査･分析

し、実用可能性について評価した。平成 16 年度は、特に海外での技術動向を中心に調査・分析

し、テラバイト級メモリの新しい技術方向性を評価した。平成 17 年度は、3 次元多層メモリ、

ホログラムメモリ、及び周辺の超高密度メモリに関する産業動向・技術動向について調査･分析

し、実用可能性について評価した。  
(実施体制：(財)光産業技術振興協会、独立行政法人 産業技術総合研究所) 

 

研究開発項目②近接場光媒体技術 

記録セル位置制御技術については、ジブロックコポリマーの溝配列を利用して光磁気ハイブリ

ッド材料である FePtCu の 40nm 径、80nm ピッチのドットパターンを円周状に配置したナノパタ

ーンドメディアディスク（2.5 インチ径）を作製した。また、スタンパーとディスクの光学位置

決め機構を備えた３０トンの油圧ナノインプリント装置を設計・作製した。さらに、異常突起を

ほぼ０にして、2.5 インチの Si ディスク全面に 65nm ピッチのナノドットが形成されたディスク

上を埋め込み平坦化無しで 30nm 浮上ヘッドの安定走行ができた。平成 16 年度は、32nm ピッチ

の FePt ドットの円周状溝配列加工ができた。さらに埋め込み平坦化により 15nm 浮上ヘッドの安

定走行もできた。平成 16 年度末には中間目標を達成する見通しを得ている。XY ステージ型電子

ビーム描画装置では、機能追加等により、中間目標であるグルーブ幅 50nm グルーブパターンを

0.5mm 幅の範囲で描画でき，ジブロックコポリマーの自己組織化ナノ粒子配列用原盤として供給

した。Xθステージ型電子ビーム描画装置では、電子光学系を評価し中間目標達成に向けて検討

を行った。さらに、35nm 径のナノドットパターンをディスク全面に、一様に配列形成したディ

スクを作製するために電子銃の改良試作を行った。平成 16 年度は、Xθステージ型電子ビーム

描画装置のビーム径を 30nm に縮小でき、40nm 幅（100nm ピッチ）の描画ができた。最小加工

寸法 50nm 以下の加工を達成した。平成 17 年度は、ナノパターンドメディアのピット径をさら

に小さくする検討、HDI（ヘッドディスクインタフェース）技術の検討、および、回転ディスク

系での評価を進めた。 

高性能記録膜材料としては、平成14年度は、高磁気異方性エネルギーを有する磁性材料候補を

抽出し、Co／Pd系人工格子多層膜により、6.4×106erg／cm3を得た。平成15年度は、製膜時の条

件を変えることにより、7.3×106erg／cm3と磁気異方性エネルギーを向上することができ、中間

目標として掲げた7.0×106erg／cm3以上の磁気異方性エネルギーを達成することができた。平成
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16年度は、成膜プロセス等の膜構造形成条件を制御することにより、8.8×106erg／cm3まで向上

できた。また、ハイブリッド記録を行う実験として、平成14年度は、希土類−遷移金属非晶質薄

膜で記録媒体を作製し、青色レーザー，ＮＡ0.65の対物レンズを用いて集光された光スポット径

600nm程度の記録膜部分に，300Oe程度の記録磁界を印加してFar field記録を行い、最短マーク

長66nmにおいても比較的設定どおりの記録が行われていることを確認した。平成15年度は、外部

磁界として500Oe以上印加可能なFar fieldハイブリッド記録評価装置を構築することとし、検討

を行った。さらに、Far field照射による記録実験の結果は、スポット径が45nm程度となるよう

に局所的なエネルギー照射が可能な場合に、磁化反転を45nmに微細記録することの可能性を示唆

している。平成16年度は、電子ビームを熱源に用いて大きな記録領域であるが記録を確認、磁界

記録変調のシミュレーションを開始した。平成17年度は、ナノパターンドメディア作製に伴う磁

気特性劣化を抑制できる材料検討、耐加工性の良い磁性材料の実現、さらに熱安定性を検討した。 

（実施体制：（財）光産業技術振興協会） 
 

研究開発項目③近接場光記録再生技術 

光利用効率向上技術については、浮上スライダへの搭載が可能な高効率集光素子である SIM の

設計および試作を行い，FDTD（finite difference time domain）法を用いた計算機シミュレー

ションにより解析した金属プレート・プラズモンプローブを埋め込むヘッドを試作した。このよ

うにして開発した SIM と金属・プラズモンプローブを組合せることにより，中間目標の 35nm 径

の記録用微小光スポットを発生させ，その光利用効率が 0.1～1%である近接場光ヘッドを開発で

きる目処が得られた。平成 16 年度は、近接場光発光素子の最適構造としてリセス付きプラズモ

ンプローブを考案し、石英ガラス製スライダに埋め込んだ形で試作した。これを用いた相変化膜

への静止記録結果で 40nm 径のマークが確認できた。さらに光・熱シミュレーションにより光利

用効率が 2%以上であることを導出した。平成 16 年度末には中間目標を達成する見通しを得た。

平成 17 年度は、プラズモン等を利用した近接場光発生デバイスと高効率導光手段をスライダに

搭載した近接場光ヘッドから、30 ナノメートル径の記録用微小光スポットを発生させて記録評価

実験に供した。 

ヘッド高速走行技術については、気体潤滑スライダの設計および試作評価を行い、浮上量 25 nm 

以下で走行することが確認できた。更に SIM とプラズモンプローブを組合せた近接光ヘッドを搭

載するプロセスを取り入れて検討を進めることで，中間目標である浮上量 35 nm 以下で安定走行

する低浮上スライダを実現する目処が得られた。平成 16 年度は、SIM とプラズモンプローブを搭

載可能な石英ガラス製スライダを設計試作し評価した。線速度を 4～15m/s で変えることで 7～

20nm の範囲で浮上量を制御でき安定走行することを確認した。さらに SIM を搭載したスライダで

安定走行を確認した。平成 16 年度末には中間目標を達成する見通しを得た。平成 17 年度は、近

接場光発生デバイスと高効率導光手段をスライダに搭載した近接場光ヘッドの浮上面を最終目標

達成に向けて設計し、浮上量 23 ナノメートル以下で安定浮上するスライダの試作評価を行い記録

評価実験に供した。 

記録再生技術については、プラズモン微細構造とSIMとを組合せた近接場光ヘッドを用いた静的

記録実験でスポット記録ができることを確認した。そしてハイブリッド記録スキームに関して、

マイクロ・マグネティクスに基づく記録シミュレーションを実施し、その基本的なフィージビリ

ティを確認した。さらに、動的記録を行うに当たって重要であるヘッドと回転媒体の高精度な位

置決めについて磁気ディスク用の記録再生評価装置をベースに検討した。この結果に加えて、SIM

と近接場光発生機構（プラズモン・プローブ）を組合せた近接光ヘッドを搭載する低浮上スライ

ダを動的記録評価実験に用いることで，中間目標である300ギガビット毎平方インチ級の記録実証

が可能な評価システムが構築できる見込みが得られた。平成16年度は、静的記録系では前記のよ

うに40nmのマークを記録できた。動的記録評価システムでは、導光機構や観察光学系の位置決め

精度を向上させる設計を行い試作した。SIM搭載ヘッドを浮上させた動的記録実験を進めており、

平成16年度末には中間目標を達成する見通しである。平成17年度は、記録実証を行う評価システ

ム開発のために、30ナノメートル径マークの記録を検討した。 

(実施体制: (財) 光産業技術振興協会) 
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研究開発項目④ナノマスタリング技術 

１テラビット/inch2 級相当のナノパターンドメディア用のディスク原盤に必要な、微細な溝パタ

ーンを実用的な描画速度に於いて高精度で露光するのに適した、電子ビーム露光技術、及び、高精

度描画位置制御技術を開発し、これらの技術を統合してナノマスタリング技術を開発する。平成 16

年度は、初年度として、全体の構想をまとめて各構成部品の仕様を決め、電子光学カラム、測長系、

及びシステム評価系の試作を進めた。平成 17 年度は、回転ステージ、直動ステージ、及び機構制

御系の試作を行うと共に、平成 16 年度に試作した電子光学カラムの改良試作を行った。 

 

    また、平成 16 年度においては、契約の締結、概算・精算払い請求の取りまとめ、委員会の開催

等プロジェクトの総合調整を遺漏無く実施している。（実施体制：（財）光産業技術振興協会） 

  

実績額推移 （百万円）:  14 年度   15 年度   16 年度   17 年度 

①一般会計          389         －      －     － 

②石特会計（エネ高） －      294 + 33*   440 + 220*  568 + 310* 

                                                                    *: 加速資金 

   

特許出願件数(件):            3           9          14         18 

論文発表数(報)  :             1          13          15         18（含む学会発表） 

フォーラム等(件):             －          －         －         － 

 
4.事業内容 

（１）平成１８年度事業内容 

東京大学大学院工学系研究科電子工学専攻 教授 大津 元一をプロジェクトリーダーとし、以下の

研究開発を実施する。 

 

研究開発項目①近接場光基盤評価技術 

数値解析ソフトウェアの研究開発では、近接場光発生デバイスと光記録媒体でのモデル作成と

光計算、及びその光記録によって生じる熱分布を数値的に解析できる総合シミュレータとして完

成させる。また、解析モデルでの数値と誤差が数％以内となることを満足させる。 

 ナノ精度立体構造作製技術では、平成 17 年度に得られた方策をもとに近接場光発生用プローブ

の効率向上の為の改良を行い、作成した構造の寸法・位置精度を評価し、最終目標である～ナノ

メートル精度であることを確認する。これにより、ナノ精度立体構造作製プロセスを確立する。 

高分解能近接場光評価技術については、プロービング機構部の環境制御と測定データの解析・

評価機能を追加することにより、最終目標である計測誤差 0.5 ナノメートル（σ）を達成する。

また、平成 17 年度の知見に基づいた改良プローブの試作をおこない、1 テラビット毎平方インチ

級に対応する評価試料からの再生信号を 10 倍のコントラストで検出することで、最終目標である

1 テラビット毎平方インチ級に対応する分解能を実現する。 

次世代光メモリ技術の実用性評価については、これまでの技術動向調査及び本プロジェクトで

の開発結果をもとに、テラバイト級メモリの技術方向性を提示する。 

 

研究開発項目②近接場光媒体技術  

記録セル位置制御技術については、ナノパターンドメディアのピット径をさらに小さくすると

共に、電子ビームナノマスタリング技術の研究開発と連携して、媒体の最終目標達成を目指す。

すなわち、～20 ナノメートル径の媒体微小ピットのナノ加工、配列化技術を確立する。 

高性能記録膜材料としては、プロジェクト当初からの記録膜材料の高度化検討で得た知見を活

用し、最終目標達成を目指す。すなわち、高磁気異方性材料の検討及び磁化反転単位の微細化に

あたってプロジェクトの中で蓄積した知見に基づく定量的な検討を行うことにより、1 テラビッ

ト毎平方インチ級記録を実証する。  

 



6  

研究開発項目③近接場光記録再生技術 

光利用効率向上技術については、最終目標達成に向けて最適設計した金属散乱体中のプラズモン

等を利用した近接場光発生デバイスと高効率導光手段とをスライダ上にアセンブルした近接場

光記録ヘッドから、20 ナノメータ径の記録用微小光スポットを光利用効率 1～10 パーセントで発

生させ、記録評価実験に供する。また、近接場光デバイス高精密加工設備を導入し、先端曲率半

径を 15 ナノメータ以下に先鋭化した近接場光発生デバイスを試作し、評価する。 

ヘッド高速走行技術については、近接場光発生デバイスと高効率導光手段とをスライダ上にア

センブルした近接場光記録ヘッドの浮上面を最終目標達成に向けて最適設計し、浮上量 20 ナノ

メートル以下で安定走行可能な低浮上スライダの試作及び評価を行い、記録評価実験に供する。 

記録再生技術について、近接場光発生デバイスと高効率導光手段とをスライダ上にアセンブル

した近接場光記録ヘッドを用いて、最終目標である 1 テラビット毎平方インチ級記録実証可能な

評価システムを開発し、最終目標を達成する。 

 

研究開発項目④ナノマスタリング技術 

前年度までに製作した装置単体を結合調整し、近接場光利用 1 テラビット毎平方インチに対応

した 20 ナノメートルに至る径の記録セルをディスク周状に配列化するように微細加工されたデ

ィスク原盤を作製可能な電子線ナノマスタリング技術として完成し、サンプル提供する。 

 

      また、契約の締結、概算・精算払い請求の取りまとめ、委員会の開催等プロジェクトの総合調

整を実施する。（実施体制：（財）光産業技術振興協会） 

 

（２）平成１８年度事業規模 

石特会計（エネ高）   約 600 百万円（継続） 

事業規模については、変動があり得る。 
 

5. その他重要事項 

（1）運営・管理 

近接場光媒体技術の研究拠点は、平成 14 年度は東京工業大学であったが、平成 15 年度以降は、

研究効率の向上を図るために、(株)東芝研究開発センター(川崎)に変更した（別紙参照）。また、

平成 14 年度に終了した｢ナノメータ制御ディスクシステムの研究開発」プロジェクトの資産を本プ

ロジェﾄに転用し、有効活用している。 

（2）その他特記事項 

本研究開発は、平成１４年度は「平成１４年度構造改革特別要求に係る研究開発委託事業」として経済産

業省直轄事業として実施されたものであるが、平成１５年度以降は、ＮＥＤＯ技術開発機構において実施する

こととなった。したがって、実質的に継続事業であるため、原則ＮＥＤＯ技術開発機構において公募による研

究開発実施者の選定は行わず平成１４年度の実施体制を継続する。なお、研究開発実施者の選定にあたっ

ては、ＮＥＤＯ技術開発機構の協力の下、平成１４年７月経済産業省において選定。 

 

（3）評価 

NEDO 技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的

意義並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の事後評価を平成１９

年度に実施する。 

 

（3）年間スケジュール 

  平成１８年２月２３日 ・・・部長会 

     平成１８年２月２８日 ・・・運営会議 

平成１８年３月 ・・・契約変更 

  平成１９年３月 ・・・プロジェクト終了 
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（別紙）事業実施体制の全体図 

 

「大容量光ストレージ技術の開発事業」実施体制 
 

 

NEDO 

             指示・協議 

 

 

プロジェクトリーダー 
○所属  東京大学大学院工学系研

究科電子工学専攻 
○役職名 教授 
○氏名   大津 元一 

 

                      

  

    

  

 

                   委託  

 

                （財）光産業技術振興協会 

       

 研究項目： 

①近接場光基盤評

価技術の研究開

発 
 
研究拠点： 
東京大学（町田） 
 
企業社：３社 
富士通、日立、 
リコー、 
大学１：東京大学 
 
 

研究項目： 
②近接場光媒体技

術の研究 
開発 

 
研究拠点： 
(株)東芝 
研 究 開 発 セ ン タ
ー(川崎) 
 
 
企業５社： 
東芝、日立マクセ
ル、富士通、パイ
オニア、日立 
 
 
  

研究項目： 
③近接場光記録再

生技術の研究開
発 

 
研究拠点： 
（株）日立製作所
中央研究所（国分
寺） 
 
 
企業３社： 
日立、 
コ ニ カ ミ ノ ル タ
オプト、セイコー
インスツル 
 
 
 

研究項目： 
④ナノマスタリン

グ技術の研究開
発 

 
研究拠点： 
（株）日立製作所
中央研究所（国分
寺） 
 
 
企業４社： 
パイオニア、日立、
日立マクセル、富
士通 
 
 
 

 

 

 

 

   

  


