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（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） 

「大容量光ストレージ技術の開発」基本計画 

 

電子・情報技術開発部 

 

１．研究開発の目的・目標・内容 

（１）研究開発の目的 

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及び省エネルギー技術開発プログラ

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する。 

本技術の確立により、記録だけではなく、バイオなど、将来幅広い産業分野で

利用できる共通基盤技術としての光技術の形成が見込まれると共に、情報通信分

野での産業競争力強化と新規産業創造に資する。 

（２）研究開発の目標 

平成１６年度までに300 ギガビット/inch2 級を可能とする各種要素技術を開発

する。その中から要素技術を取捨選択融合し、平成１８年度までに1 テラビット

/inch2級の高密度と記録・再生の高速性を実証する。 
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（３）研究開発の内容 

上記目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発

計画に基づき研究開発を実施する。 

① 近接場光基盤評価技術の研究開発 

② 近接場光媒体技術の研究開発 

③ 近接場光記録再生技術の研究開発 

④ ナノマスタリング技術の研究開発 

 

２．研究開発の実施方式 

（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、平成１４年度は経済産業省産業技術環境局研究開発課及び商務

情報政策局情報通信機器課において基本計画を策定し事業を実施したものであ

るが、平成１５年度以降は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（以下「NEDO 技術開発機構」という。）において実施する。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。平成１５年度以降は、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ない。 

共同研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャル

の最大限の活用により効率的な研究開発の推進を図るとの観点から、研究体には

研究開発責任者（プロジェクトリーダー：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）を置き、そのリーダーシップの下に研究開発を実施すること

とし、その下に研究者を可能な限り結集して効率的な研究開発を実施する。 

（２）研究開発の運営管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するNEDO 技術開発機構は、研究開発

責任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開

発の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。 

 

３．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成１４年度から平成１８年度までの５年間とする。 

 

４．評価の実施 

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、外部の専

門家及び有識者による研究開発の中間評価を平成１６年度、事後評価を平成１９

年度に実施する。なお、評価の時期については、当該研究開発に係る技術動向、

政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直しする

ものとする。 
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５．その他の重要事項 

（１）研究開発成果の取扱い 

① 成果の普及 

得られた研究開発成果については、NEDO 技術開発機構、実施者とも普及に

努めるものとする。 

a）実現手法の確立、体系的整理 

・記録媒体の成膜技術 

・記録媒体用原盤のナノ加工技術 

・ヘッドのナノ加工技術 

b）新たな特性データの取得・整備 

・ヘッドと媒体の近接場相互作用の特性データ取得 

・高分解能高感度測定法 

c）試験・評価方法、ツールの提供 

・シミュレーション法 

d）標準（デファクトスタンダードを含む）への提案、取得 

・リムーバブルメディアの国際標準化提案 

② 知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第26 条の規

定等に基づき、原則として、すべて受託先に帰属させることとする。 

（２）基本計画の変更 

NEDO 技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済

的状況、内外の研究開発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の

視点からの評価結果、研究開発費の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合

的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体制等、基本計画の見直しを弾力的

に行うものとする。 

（３）根拠法 

本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15 
条第１項第1 号ハに基づき実施する。 

 

６．基本計画の改訂履歴 

（１）平成１５年３月策定。平成１６年１０月改訂。ただし、本事業は、平成１４年

度に、経済産業省の直轄事業として開始され、経済産業省にて基本計画が策定

されている。 
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（別紙）研究開発計画 

研究開発項目①「近接場光基盤評価技術の研究開発」 

 

１．研究開発の必要性 

テラビット級光メモリを実現するには近接場光記録再生ヘッド、記録媒体な

どの要素を設計する技術、加工作製する技術、その性能の評価技術が不可欠で

ある。この為には各要素の基本的寸法が10~30nm 程度と微小であること、立

体構造であること、加工材料が半導体、金属、有機物質等の複合であること、

を考慮しなければならない。 

まず光の波長よりずっと小さい領域での物質と近接場光との相互作用を考慮

したシミュレーション技術を開発し、高速再生用の近接場光再生ヘッドを開発

する必要がある。加工のためには、既存の微細加工技術では必ずしも容易では

ないナノ精度での立体構造加工を、複数の材料に対して高再現性かつ高歩留ま

りで実現する技術を開発する必要がある。さらに評価のためには偏光を利用し

た反射・透過対応型の高感度再生ヘッドの開発、光学系のナノ寸法領域での物

質と光との相互作用の結果生ずる微弱な信号光を高分解能、高速かつ高感度に

検出する技術の開発が必要である。 

以上は次項2 以下の全研究開発項目に共通な必須技術なので、それらとは並

列に基盤評価技術として開発し、それらの研究開発の推進に供する必要がある。 

 

２．研究開発の具体的内容 

（１）近接場光数値開発ソフトウエアの研究開発 

材料の構造定数を導入したナノ寸法領域での電磁界の数値解析ソフトを

開発する。 

（２）ナノ精度立体構造作製技術の研究開発 

高効率に近接場光を発生させる構造を微細加工で形成するために、RIE 装
置、FIB 装置,ウエットプロセスなどを組み合わせたナノ精度かつ立体構造作

製技術、さらに近接場光自身を用いた光加工技術を開発する。 

（３）高分解能近接場光評価技術の研究開発 

近接場光を高分解能、高コントラストで評価する技術、スーパーレンズな

どの超解像方式による高分解能近接場光評価技術、カーボンナノチューブ等

の超高アスペクト比の探針を用い、安定走査可能・超高分解能のプローブ計

測技術を開発する。 

（４）次世代光メモリ技術の実用性評価 

近接場光記録再生技術開発を戦略的に進めていくため、光と磁気を組み合

わせたハイブリッド記録再生技術を含め光記録再生方式について実用性を評

価するとともに、競合技術である3 次元多層メモリ技術、ホログラムメモリ

技術を含め、記録材料、記録再生方式等について、実用可能性を比較検討す

る。 
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３．目標 

（１）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。 

（２）～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。 

（３）コントラスト比10 以上の偏光検出部をスライダ上へ実装し、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。 
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研究開発項目②「近接場光媒体技術の研究開発」 

 

１．研究開発の必要性 

テラビットメモリ媒体材料は、10～30nm 径の近接場光に感応して物性が変

化する必要がある。この場合、現状の感応材料（粒度分布のある多結晶媒体も

しくはアモルファス媒体）と比較して、記録スポットが小さくなると共に、光

照射部と非照射部の界面（境目）の面積が相対的に3～10 倍増加する。そのた

め、境目ぼけ（記録密度の低下）や、絶対光量の低下に基づくキャリアー信号

／ノイズ比の低下、記録の熱安定性の低下（例えば、相変化媒体の微小アモル

ファススポットの結晶化や、磁性体の微小結晶の磁気記録の消失）が起こる。

上記既存の媒体構造では境目ぼけや、また媒体中の照射エネルギー（生成する

熱）や物質の拡散が防げないため解決不能である。また、通常の媒体ではトラ

ッキングもヘッドの機械精度だけでは制御不能である。これらを解決するため

には記録セルが非記録材料で分離され、大きさが均一で位置情報も持つナノパ

ターンドメディアが必要である。 

また、高密度を狙うには、例えば記録材料も書き込みに近接場光を用い、読

み出しは高感度の磁気センサーを用いる光磁気ハイブリッド記録材料などの

新規記録材料が必要である。 

 

２．研究開発の具体的内容 

（１）記録セル位置制御技術の研究開発 

記録セルを照射スポット径同程度以下の大きさに分離し、規則的に並べて、

互いの干渉を防止するために、ディスク状ナノパターンドメディアをEB 露光

技術や自己組織化技術等を組み合わせて作製し評価する。 

（２）高性能記録膜材料の研究開発 

高感度な読み出しを実現するために、光照射（熱）で保磁力が低下して磁気

書き込みが可能で、光照射をやめると急激に保磁力が元に戻る光磁気ハイブリ

ッド記録材料等や、相変化記録材料等を開発する。 

 

３．達成目標 

（１）～20nm 径の媒体微小ピットのナノ加工、配列化技術を確立する。 

（２）テラビット級の記録読み出しが可能で、～20nm 径のピットが安定な高感度

な記録媒体材料を作成する。 
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研究開発項目③「近接場光記録再生技術の研究開発」 

 

１．研究開発の必要性 

テラビット級の近接場光記録には、10～30nm 径の記録マークを媒体上に安

定形成する技術が不可欠である。そのためには、径が数10 nm 以下の記録用

微小光スポットを効率良く発生させるデバイスの存在が前提となる。 

ところが、従来から知られている微小開口集光系を用いた場合、開口面積が

減少すると光利用効率は急激に減衰することが知られている。例えば、テーパ

ープローブでは開口径が300nm から100nm に減少すると、光利用効率は４桁

も減少してしまう。また、溶液エッチングによる二段テーパー構造プローブと

して高効率化を図っても、100ｎｍ開口で光利用効率は0.01 程度に留まり、

20nm 開口ではさらに３～４桁減少してしまうなど、実用的ではない。 

これらの技術でのさらなる高分解能、高光利用効率の達成は既に限界に達し

ているため、微小光スポットを効率良く発生させるキーデバイスとして、金属

中のプラズマ振動（プラズモン）等を用いた近接場光ヘッドの開発が必要であ

る。 

また、高密度での安定した記録再生を行うには、記録用ヘッドと再生用ヘッ

ドとを各々最適な形で組合せたハイブリッド光ヘッド（例えば『光』+『磁気』）

技術が必要であり、安定した低浮上量を維持するためのヘッド－ディスク・イ

ンタフェース技術や、狭トラック対応の高精度サーボ技術も必要である。 

 

２．研究開発の具体的内容 

（１）光利用効率向上技術の研究開発 

プラズモン効果等を利用した高効率、高分解能の近接場光ヘッドをEB 露
光技術、超平坦化技術などのナノ加工技術により試作する。光源のみならず、

磁界印加用の磁気コイルなどを集積化したハイブリッド光ヘッドを開発す

る。 

（２）ヘッド高速走行技術の研究開発 

記録再生ヘッド部分の超平坦化、及びエアベアリング設計により、超低浮

上量を実現するための浮上量制御技術を開発する。 

（３）記録再生技術の研究開発 

近接場光ヘッドの記録・再生評価、および精密位置制御のためのトラック

誤差を検出するためのシステムを開発する。 

 

３．達成目標 

（１）～20nm 径で光利用効率1～10％を達成する。 

（２）近接場光ヘッドを浮上量20nm 以下で安定浮上走行する技術を開発する。 

（３）３年後300 ギガビット/inch2 記録実証、５年後1 テラビット/inch2 記録実証

可能な評価システムを開発する。 
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以上1～3 の基盤評価技術、媒体技術、記録再生技術を開発し、３年後に

300ギガビット/ inch2 級の記録実証を行い、それらの技術の取捨選択、統合

を行い、最終的に1 テラビット/ inch2 級の記録実証の総合評価を行う。 
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研究開発項目④「ナノマスタリング技術の研究開発」 
 
１．研究開発の必要性 

テラビットメモリ媒体である「記録セルが非記録材料で分離され、大きさが

均一で位置情報も持つナノパターンドメディア」を作製するためには、自己組

織化ナノ加工技術で作製する～20nm径の微小ピットを、微細加工された溝内

にディスク周状に配列する必要がある。このような微細な溝を円周状に有する

ディスク原盤を作製するために、従来から光ディスク原盤作製に用いられてき

た回転ステージ上での紫外線レーザ光露光装置技術を基に、半導体分野で開発

が進められてきた電子ビーム露光技術を応用し、より微細な加工を可能とする

ナノマスタリング技術の研究開発が必須である。このような１テラビット

/inch2級対応の電子ビームナノマスタリング技術を開発するためには、これま

でに蓄積してきた300ギガビット/inch2級対応の世界最高レベルの技術やノウ

ハウをさらに発展させることが必要である。そのためには、まず描画ビーム径

の縮小が必要である。また、高密度化に伴い描画時間も長くなるため、実用的

な描画速度を得るには、ビーム径の縮小と同時にビーム電流密度の確保も必要

である。さらに、高速描画時においても描画精度を確保することが必要である。 

上記課題を解決するために、平成１６年度より、新たに本項目について研究

開発を行う。 
 

２．研究開発の具体的内容 
（１）電子ビームナノマスタリング技術の研究開発 

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。 
 

３．達成目標 
（１）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する。 
（２）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、（１）の微細電子ビーム技術と統合

してナノマスタリング技術を開発する。 
（３）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、（２）のナノマスタリング技術を検証する。 
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