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平成２０年度実施方針 

電子・情報技術開発部 

 

１．件 名 

プログラム名 省エネルギー技術開発プログラム／革新的部材産業創出プログラム 

（大項目）  低損失オプティカル新機能部材技術開発 

 

２．根拠法 

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 

 

３．背景及び目的・目標 

我が国の部材産業は、国際的に高い技術力と競争力を有し、高信頼かつ高性能な部

材を情報通信機器や自動車等の部品・組立産業等に広範に提供することで、川下産業

の高い競争力を維持してきた。特にオプティカル部材に関しては情報機器、家電分野

の競争優位性確保に大きく貢献している。また、今後の我が国経済を牽引する原動力

として、情報家電や情報通信産業の持続的発展が重要であり、その鍵となる高度部材

技術力の強化が必要である。本プロジェクトは、高効率・高機能な情報家電機器、情

報通信機器の実現に不可欠な低損失オプティカル新機能部材技術を平成 22 年度まで

に確立すると共に、新産業創造高度部材基盤の整備を目標とする「革新的部材産業創

出プログラム」の一環として実施する。 

平成 17 年度に作製された経済産業省の「部材分野の技術戦略マップ」には、情報家

電光学部材・ディスプレイ（液晶プロジェクタを含む）部材における光学機能膜、透

明多機能膜の重要性が指摘されている。また、「情報経済・産業ビジョン」（平成 17

年 4 月、産業構造審議会情報経済分科会）においては、情報家電が、川上・川中の素

材部材産業を牽引するとともに、新たな財・サービスを創出することの重要性が提言

された。しかしながら、従来の光学素子は性能が材料の特性に依存しているため年々

高まる装置側からの要求に応えることができなくなっており、低損失・高性能かつ安

価な光学素子を実現するためのブレークスルーが不可欠である。動作原理に近接場光

を用いる低損失オプティカル新機能部材は、従来の材料特性のみに依存した光学部品

では不可能な機能・性能を発揮し、超高品位ディスプレイなどの低損失、高性能なキ

ーデバイスとなる。そこで、産学の科学的知見を結集して我が国が先進的に取り組ん

でいる近接場光の原理・効果によるナノフォトニクス技術を開発し、これを産業技術

へ繋げていくと共に、社会の共通基盤として情報の整備、提供を通じて、行政、産業

界、地域住民等の間で科学的知見に基づいた正確かつ適切な認識の醸成を図る事業方

針に基づき、本プロジェクトを実施している。また、近年海外でもナノフォトニクス

技術による光素子の研究開発が活発化してきており、実用化へ向けた期待も高まりつ

つある。 

本プロジェクトでは、情報家電分野・光学部材ロードマップで示されている低損失

偏光制御部材を中心として、動作原理に近接場光を用いる低損失オプティカル新機能

部材の基盤技術、材料･加工技術、光学特性評価技術の開発を行うことを目的とする。 

本技術の確立により、新規偏光制御部材等の低損失オプティカル新機能部材だけで

はなく、近接場光を信号キャリアとする超小型光論理ゲート素子等を用いた大規模集
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積化光回路デバイスなど、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革

新的光技術の形成が見込まれると共に、高機能・高効率民生機器・情報通信機器の産

業競争力強化と新規産業創造に資する。のみならず、液晶プロジェクタ等で利用され

る偏光板の効率向上により約 40%の消費電力低減に資する。 

 

［委託事業］ 

本プロジェクトの目標は以下の通りである。 

 

中間目標（平成 20 年度） 

（１）共通基盤技術として、近接場光を信号キャリアとする、ナノ構造新機能部材

への応用を検討し、機能と構造を明確にする。 

（２）ナノ構造を用いた低損失偏光制御部材については、透過率（光エネルギー効

率）60％以上を可能とする各種要素技術を開発する。 

最終目標（平成 22 年度） 

（１）共通基盤技術として、ナノ構造部材の設計・作成・評価技術を開発すると共

に、ナノ構造部材に発現する近接場光の機能を動作原理とする低損失オプテ

ィカル新機能部材を検討し機能を確認する。 

（２）ナノ構造を用いた低損失偏光制御部材については、要素技術を取捨選択融合

して、赤色、青色、緑色それぞれの波長領域において透過率 75％以上、消光

比 1:2000（33ｄＢ）を実証する。 

 

４．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 大津元一教授をプロジェクトリーダーとし、以下の研

究開発を実施した。 

 

 （１）平成 18～19 年度（委託）事業内容 

研究開発項目①「基盤技術研究開発」 

（１）ナノ構造部材数値解析シミュレーション技術 

平成 18 年度は、ナノ構造体間の近接場相互作用を数値解析する、近接場光領域

と伝搬光領域を統合したシミュレーション技術の開発に着手し、クラスタ PC による

FDTD 法の大規模計算環境を構築し、低損失偏光制御部材等、オプティカル新機能部

材を基盤設計する FDTD シミュレータ、クラスタ PC からなるシミュレータシステム

の基本構成を決めた。また素子構造・パラメータの最適形状探索に着手した。 

平成 19 年度は、平成 18 年度に検討したシミュレータの基本構成に基づき、近接

場光領域と伝搬光領域の統合シミュレーション手法を用いて、特性の定量的評価技

術の開発に着手し、近接場光から伝搬光領域までのシミュレーションが可能な手法

を獲得した。また、並列計算対応 FDTD プログラムを最適化できるような拡張に着手

し、遺伝的アルゴリズム等を試行した。 

平成 18 年度は、②(１)ナノ構造を用いた偏光制御部材設計技術との連携を念頭に

置き、本研究を国立大学法人 東京大学、財団法人 光産業技術振興協会(コニカミ

ノルタオプト㈱分室、㈱日立製作所分室、日立マクセル㈱分室、㈱リコー集中研)内

の研究実施場所で実施した。平成 19 年度は、②(１)ナノ構造を用いた偏光制御部材

設計技術との連携を念頭に置き、本研究を国立大学法人 東京大学、財団法人 光

産業技術振興協会(コニカミノルタオプト㈱分室、㈱日立製作所分室、㈱リコー集中

研)内の研究実施場所で実施した。 

 

（２）ナノ構造部材作製技術 
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平成 18 年度は、ナノ構造部材に適応した微細構造作製技術に関して調査し、ＭＢ

Ｅ装置や観察・評価装置、スパッタ装置、高精度電流制御メッキ装置を導入し、ナ

ノ構造素子用微小粒径金属薄膜や金属細線作製等のナノ構造部材作製プロセスの基

礎検討を開始した。これにより、数十ナノメートルレベルの偏光制御部材等、オプ

ティカル新機能部材仕様に対応した材料と加工精度のナノ構造部材を作製する方策

を検討した。 

平成 19 年度は、ナノ構造部材作製技術の要素技術を検討した。偏光素子を作製す

る要素技術については、微小粒径金属薄膜作製技術、電子ビーム露光、ＲＩＥドラ

イエッチングが基板埋込ナノ構造金属作製技術に適切であること、また、金(Au)の

電気めっき、無電解めっき技術が金属縦細線作製技術に適用可能であることがわか

った。光論理ゲート素子を作製する要素技術については、ＭＢＥ技術により化合物

半導体量子ドット作製可能であることを示した。また、ナノ構造部材の要素試作の

ひとつとしてＺ型偏光素子（幅 60nm、高さ 100nm）を試作し、これを用いて微小領

域の光学特性を評価することにより、この微小領域光学特性評価法が有効なことが

わかった。 

平成 18 年度および平成 19 年度は、本研究を国立大学法人 東京大学、財団法人 

光産業技術振興協会(㈱東芝集中研、パイオニア㈱分室、㈱日立製作所分室、日立マ

クセル㈱分室、㈱リコー集中研・分室)内の研究実施場所で実施した。 

 

（３）ナノ構造部材評価技術 

平成 18 年度は、ナノ構造部材に発現する近接場光の特性評価技術開発に着手し、

高分解能のラマン分光法等を検討し、近接場プラズモンの導波評価装置を立ち上げ、

100nm 以下の空間分解能でプラズモンの状態を評価する手法として、ラマン散乱効果

を増強する方策とした。 

平成 19 年度は平成 18 年度に検討、着手したナノ構造部材に発現する近接場光に

よるプラズモンの増強効果特性を調べる高空間分解能の増強ラマン分光法や増強発

光法を実施してプラズモンの状態の評価を開始し、銀チップ近傍や標準試料内に析

出したと思われる金属ナノ粒子近傍で空間分解能 100nm オーダーの増強現象を確認

した。さらに、ナノメートルオーダの分解能でナノ構造部材の作製状態を評価する

光ナノプローブの検討を開始し、Ａｕナノ粒子を内包したカーボンナノチューブに

よる 10ｎｍ以下の光スポット生成の可能性を確認した。  

平成 18 年度および平成 19 年度は、本研究を国立大学法人 東京大学、財団法人 

光産業技術振興協会(㈱東芝集中研、㈱日立製作所分室)、及び国立大学法人 東京

工業大学内の研究実施場所で実施した。 

 

（４）ナノ構造部材オプティカル新機能応用技術 

平成 18 年度は、ナノ構造部材に発現する近接場光機能の応用技術として、近接場

光を信号キャリアとして室温で動作する光論理ゲート素子の基盤検討に着手し、基

本的な作成手順を明確にした。さらに伝搬光と近接場光およびナノ構造素子間を接

続する近接場光導波技術開発に着手し、近接場光導波機能を実現する数十ナノメー

トル以下のナノ粒子等のナノ構造を検討した。 

平成 19 年は、光論理ゲート素子の基礎検討を継続し、半導体量子ドットによる縦

構造最適配列作製技術、素子化に向け基礎的な加工技術を確認した。また、近接場

光と伝播光の変換手法を検討し、近接場光から伝播光への変換効率を大幅に向上で

きることを確認した。また、ナノ粒子等のナノ構造部材を用いた導波路検討におい

て、Sn seed 法等の材料合成を行い、ATR（Attenuated Total Reflection）による

吸収の角度依存性によりプラズモンポラリトンの存在を確認した。 

平成 18 年度は、本研究を国立大学法人 東京大学、財団法人 光産業技術振興協

会(㈱東芝集中研、パイオニア㈱分室、㈱日立製作所分室)、国立大学法人 東京工
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業大学、及び独立行政法人 国立高等専門学校機構 国立東京工業高等専門学校内

の研究実施場所で実施した。平成 19 年度は、本研究を国立大学法人 東京大学、財

団法人 光産業技術振興協会(コニカミノルタオプト㈱分室、㈱東芝集中研、パイオ

ニア㈱分室、㈱日立製作所分室)、国立大学法人 東京工業大学、及び独立行政法人 

国立高等専門学校機構 国立東京工業高等専門学校内の研究実施場所で実施した。  

 

  研究開発項目②「ナノ構造を用いた偏光制御部材研究開発」 

（１）ナノ構造を用いた偏光制御部材設計技術 

平成 18 年度は、①（１）ナノ構造部材数値解析シミュレーション技術、②(２）

ナノ構造を用いた偏光制御部材作製技術と連携して、近接場相互作用を近似的に表

現するモデル化に着手し、解析的手法に基づく局所領域の光学特性計算が可能な基

本計算手法、および偏光制御部材の光学特性評価技術の検討に着手した。 

平成 19 年度は、平成 18 年度に着手した近接場相互作用のモデル化および偏光制

御部材の光学特性評価技術に基づき、統合計算技術の開発およびそれによるシミュ

レーション結果と動作原理基礎実験との比較を行い、位相変化量について相関のあ

ることを確認した。 

平成 18 年度および平成 19 年度は、本研究を財団法人 光産業技術振興協会(コニ

カミノルタオプト㈱分室、日立マクセル㈱分室、㈱リコー集中研・分室)内の研究実

施場所で実施した。 

 

（２）ナノ構造を用いた偏光制御部材作製技術 

平成 18 年度は、ナノ構造を用いた偏光制御部材作製技術開発に着手し、高性能集

束イオンビーム装置を立ち上げると共に、電子ビーム露光・フォトリソグラフィー

技術、RIE 技術、薄膜作製技術や材料技術などナノ構造の加工法検討、最適化検討を

行った。 

平成 19 年度は、平成 18 年度に着手した偏光制御部材作製技術より、偏光制御部

材の試作に適合する作製技術を抽出するとともに、②(１)ナノ構造を用いた偏光制

御部材設計技術において検討したナノ構造体を試作（30μm 角サイズ）し、材料、構

造パラメータについてのシミュレーション結果と光学特性（位相変化量）とを比較

し、相関のあることを確認した。また、実用化レベルの大きさの素子（数 mm 角サイ

ズ）を作成するための準備を行った。 

平成 18 年度および平成 19 年度は、②(１)ナノ構造を用いた偏光制御部材設計技

術との連携を念頭に置き、本研究を財団法人 光産業技術振興協会(コニカミノルタ

オプト㈱分室、日立マクセル㈱分室、㈱リコー集中研・分室)内の研究実施場所で実

施した。 

  

（２）実績推移 
                           18 年度 19 年度    合計 

 需給勘定(百万円)     ：    925      590    1,515 

 特許出願件数（件）     ：     2        8       10 

 論文発表件数（報）      ：        1        4        5 

フォーラム等（件）    ：     0       0        0 

 

 

５．事業内容 

東京大学大学院工学系研究科 大津元一教授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。実施体制については、別紙を参照のこと。 
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（１）平成２０年度（委託）事業内容 

研究開発項目①「基盤技術研究開発」 

  （１）ナノ構造部材数値解析シミュレーション技術 

平成 20 年度は、平成 19 年度までに開発した数値解析手法を基に、特性の定量的

評価を可能とするシミュレーション技術および素子形状の自動最適化技術を開発す

る。また、最終目標(透過率 75%以上、消光比 1:2000)の達成を可能とする偏光制御

部材の基本構成を示す。  

平成 20 年度は、②(１)ナノ構造を用いた偏光制御部材設計技術との連携を念頭に

置き、本研究を国立大学法人 東京大学、財団法人 光産業技術振興協会(コニカミ

ノルタオプト㈱分室、㈱日立製作所分室、㈱リコー集中研)内の研究実施場所で実施

する。 

 

（２）ナノ構造部材作製技術 

平成 20 年度は、偏光板等、オプティカル新機能部材の中間目標仕様（透過率 60％

以上の偏光制御部材、近接場光を信号キャリアとするナノ構造新機能部材）に対応

した加工を可能とするナノ構造部材の作製要素技術内容を明らかにする。低損失偏

光制御部材については、平成 19 年度に検討した微小領域の光学特性評価方式を活用

しながら、要素となるナノ構造部材を試作する。近接場光を信号キャリアとするナ

ノ構造新機能部材については、ＭＢＥ技術により化合物半導体量子ドットの形状制

御技術、材料制御技術を検討し、要素となる光論理ゲート構造部材を試作する。 

平成 20 年度は、本研究を国立大学法人 東京大学、財団法人 光産業技術振興協

会(㈱東芝集中研、パイオニア㈱分室、㈱日立製作所分室、日立マクセル㈱分室、㈱

リコー集中研・分室)内の研究実施場所で実施する。 

 

（３）ナノ構造部材評価技術 

平成 19 年度には空間分解能 100nm オーダーで近接場光によるプラズモンの増強現

象を確認した。引き続き、平成 20 年度は 100ｎｍ程度の空間分解能を持つ二次元プ

ラズモン評価技術の原理的な検証を行う。また、ナノ構造部材の作製状態をナノメ

ートルオーダの分解能で評価するための、光ナノプローブの基本構造を提案する。 

平成 20 年度は、本研究を国立大学法人 東京大学、財団法人 光産業技術振興協

会(㈱東芝集中研、㈱日立製作所分室)、及び国立大学法人 東京工業大学内の研究

実施場所で実施する。 

     

（４）ナノ構造部材オプティカル新機能応用技術 

平成 20 年度は、光論理ゲート素子に最適な基本的な半導体材料特性、ナノ加工に

よる基本特性を明らかにする。また、ナノ粒子分散型材料を用いた近接場光導波機

能を実現するため、導波路構造を加工する技術の方策を得る。さらに、光論理ゲー

トに光を入出力するために伝播光と近接場光との変換素子の加工要素技術を確認す

る。 

平成 20 年度は、本研究を国立大学法人 東京大学、財団法人光産業技術振興協会

(コニカミノルタオプト㈱分室、㈱東芝集中研、パイオニア㈱分室、㈱日立製作所分

室)、国立大学法人 東京工業大学、及び独立行政法人 国立高等専門学校機構 国

立東京工業高等専門学校内の研究実施場所で実施する。 

 

研究開発項目②「ナノ構造を用いた偏光部材研究開発」 

（１）ナノ構造を用いた偏光制御部材設計技術 

平成 20 年度は、平成 18、19 年度に検討した解析的手法による偏光制御部材の基
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本動作原理の検証を進めると共に、「基盤技術研究開発」で開発された数値解析シミ

ュレーション技術を応用し、偏光制御部材の最適設計手法の開発に取り組む。また、

中間目標（透過率 60%以上）を達成しうる偏光制御部材の材料、構成・構造、寸法等

を示す。 

本技術は①（１）ナノ構造部材数値解析シミュレーション技術、②（２）ナノ構

造を用いた偏光制御部材作製技術と連携して、研究開発する。 

平成 20 年度は、本研究を財団法人 光産業技術振興協会(コニカミノルタオプト

㈱分室、日立マクセル㈱分室、㈱リコー集中研・分室)内の研究実施場所で実施する。 

 

（２）ナノ構造を用いた偏光制御部材作製技術 

平成 20 年度は、平成 18、19 年度に開発したナノ構造を用いた偏光制御部材作製

技術を用い、実用化レベルの大きさの素子（数 mm 角サイズ）で偏光制御部材の基本

動作原理の検証を進め、中間目標（透過率 60％以上）を可能とする偏光制御部材の

各種要素技術を開発する。また、実用レベルの大きさ（数 mm 角サイズ）で偏光機能

と消光機能を一体的に併せ持つ構造を作製するための準備を行う。 

平成 20 年度は、本研究を財団法人 光産業技術振興協会(コニカミノルタオプト

㈱分室、日立マクセル㈱分室、㈱リコー集中研・分室)内の研究実施場所で実施する。 

 

（２）平成２０年度事業規模 

需給勘定      約 559 百万円（継続） 

事業規模については、変動があり得る。 

 

 

６. その他重要事項 

（１）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

開発の中間評価を平成 20 年度に実施する。 

 

（２）運営・管理 

   研究開発全体の管理・執行に責任と決定権を有する NEDO 技術開発機構は、経済産業

省及びプロジェクトリーダー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。また、必要

に応じて、外部有識者の意見を運営管理に反映させる。 

 

（３）複数年度契約の実施 

   平成１８～２０年度の複数年度契約を行う。 

 

（４）年間スケジュール       

平成２０年 ３月 ６日 ・・・ 部長会付議 

平成２０年 ３月１１日 ・・・ 運営会議付議 

平成２０年 ４月    ・・・ 契約変更 



（別紙） 

「低損失オプティカル新機能部材技術開発」実施体制 
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プロジェクトリーダー 

・東京大学大学院 

工学系研究科 

大津元一 教授 

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構
指示・協議 

委託 

（財）光産業技術振興協会 

 

①基盤技術研究開発 

（１）ナノ構造部材数値解析シミュレーション技術 

   参加企業：コニカミノルタオプト、日立、リコー 

（２）ナノ構造部材作製技術 

参加企業：東芝、日立、日立マクセル、パイオニア、リコー 

（３）ナノ構造部材評価技術 

   参加企業：東芝、日立 

（４）ナノ構造部材オプティカル新機能応用技術 

参加企業：コニカミノルタオプト、東芝、日立、パイオニア 

 

 

②ナノ構造を用いた偏光部材研究開発 

（１）ナノ構造を用いた偏光制御部材設計技術 

   参加企業：コニカミノルタオプト、日立マクセル、リコー 

（２）ナノ構造を用いた偏光制御部材作製技術 

   参加企業：コニカミノルタオプト、日立マクセル、リコー 

 

 

 

【共同実施研究】 

  東京大学 

    研究項目：テーマ①（１）、（２）、（３）、（４） 

  東京工業大学 

    研究項目：テーマ①（３）、（４） 

  東京工業高等専門学校 

    研究項目：テーマ①（４） 


