
 

    

 
 
 
 

「ナノガラス技術」 

中間評価報告書(案)概要 

 

 

目  次 

（頁） 

 
1.分科会委員名簿・・・・・・・・・・・・  １ 

 
2.プロジェクト概要・・・・・・・・・・・  ２ 
 
3.評価概要(案) ・・・・・・・・・・・・・  ６ 
 
4.評点結果 ・・・・・・・・・・・・・・・   １１ 

第９回技術評価委員会

資料 4-2-4 



1 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術評価委員会 
「ナノガラス」（中間評価） 

分科会委員名簿 
 

 氏名 所属 

分科会 
会長 作花

さっ か

 済夫
すみ お

 京都大学名誉教授 

分科会長
代理 大田

おお た

 陸夫
りく お

 京都工芸繊維大学 工芸学部 学部長 教授 

北川
きたがわ

 清一郎
せいいちろう

 ナルックス株式会社 代表取締役社長 

小松
こま つ

 高行
たかゆき

 長岡技術科学大学 化学系 教授 

丹羽
に わ

 達雄
たつ お

 
株式会社ニコン コアテクノロジーセンター  
事業開発部 ゼネラルマネジャー 

三橋
みつはし

 慶喜
よしのぶ

  
科学技術振興事業団 横山液晶微界面プロジェクト  
技術参事 

分
科
会
委
員 

安盛
やすもり

 敦雄
あつ お

   東京理科大学 基礎工学部材料工学科 助教授 

 
敬称略、五十音順 

 
事務局：新エネルギー・産業技術総合開発機構技術評価部 

 



 2 

 
 
概要概要概要概要    作成日 平成 15 年 4 月 2 日 

プログラム名プログラム名プログラム名プログラム名    ナノテクノロジープログラム（ナノマテリアル・プロセス技術） 

プロジェクト名プロジェクト名プロジェクト名プロジェクト名    ナノガラス技術 PJ コード T010138(一般),    T01037(ｴﾈ高) 

事業担当推進部室･担当者事業担当推進部室･担当者事業担当推進部室･担当者事業担当推進部室･担当者    ナノテクノロジー・材料技術開発室 山出 善章 

１．事業の目的・政策的位置付けについて１．事業の目的・政策的位置付けについて１．事業の目的・政策的位置付けについて１．事業の目的・政策的位置付けについて                                                                                                            
 【ＮＥＤＯが関与する意義】【ＮＥＤＯが関与する意義】【ＮＥＤＯが関与する意義】【ＮＥＤＯが関与する意義】    

ガラス構造をナノレベルで制御することで、機能･特性が飛躍的に向上し、大幅な省エネルギー、環
境負荷低減等、広範な産業技術の革新的発展が期待される。キーテクノロジーとして期待される反面、
研究開発の困難度が高くリスクも大きい。また成果等の知識の体系化も必要である。以上の点から、市
場原理による民間投資に任せるのではなく、ＮＥＤＯによる集中的･効率的研究開発が必要である。 
 

【実施の効果（費用対効果）】【実施の効果（費用対効果）】【実施の効果（費用対効果）】【実施の効果（費用対効果）】    
費用：【開発予算】に記載。 
効果：情報通信、電子機器、建築、医療・バイオ等、幅広い産業に応用可能。光通信デバイスでは温度

制御不要による省エネが、ディスプレイではガラスの軽量化や高効率蛍光体開発による省エネが期
待される。デバイス及びディスプレイ用ナノガラス製品の市場見通し、省エネ効果は以下。 

市場及び雇用創出効果 費用対効果（成功率10％の場合の省エネ効果 石油換算） 

2010 年時点市場創出効果：約 2,300 億円 
2010 年時点雇用創出効果：約 9,600 人 

①2010 年度:0.6 万 kl､②2020 年度:6.7 万 kl､ 
③2030 年度:24.2 万 kl       

 
【事業の背景・目的・位置付け】【事業の背景・目的・位置付け】【事業の背景・目的・位置付け】【事業の背景・目的・位置付け】    
従来のガラス材料開発は、組成と製造工程の改善による高均質化が中心だったが、情報、バイオ等、

応用技術の急発展によるニーズ変化についていけず、エネルギー消費量の増加、環境汚染が危惧される。
そこで、従来技術とは一線を画し、原子・分子等の微視的構造を人為的に制御し、エネルギー消費量と
環境負荷を増加させることなく、特性、機能を革新的に向上させる技術を構築する必要がある。    
本プロジェクトでは、1～数十 nm の超微粒子や異質相をガラス中に分散させる構造制御技術、異質相

をガラス中に規則的に配列してその構造により新たな機能を発現させる技術、光回路に適した低損失の
導波路用ガラス材料、を開発し、これらを元に、ガラス構造をナノレベルで制御する技術の体系化を図
り、ナノガラス材料開発に必要な技術の構築を目的とする。    
ナノテクノロジーは、経済産業省によりプログラム化されＮＥＤＯが運営管理を行っている。本プロ

ジェクトは、その一環としてナノガラスの研究開発を行い、得られた成果等の知識の体系化を図り、情
報通信、建築、運輸、環境等の広範に利用される技術の形成、並びにこれらの省エネルギー化に資する。    

２．研究開発マネジメントについて２．研究開発マネジメントについて２．研究開発マネジメントについて２．研究開発マネジメントについて    
 【事業の目標】【事業の目標】【事業の目標】【事業の目標】        
    平成 17 年度までに、超微粒子分散等構造制御、高次構造制御及び三次元光回路材料技術に関するガ
ラス構造制御技術を確立し、得られた技術を体系化する。中間目標として外部評価用サンプル試作・提
供を基本計画に定め、研究開発管理のために最終目標に整合する中間目標値も設定した。 

主な研究開発実施事項 H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 【事業の計画内容】【事業の計画内容】【事業の計画内容】【事業の計画内容】 
大容量光メモリ用材料技術       

 原子･分子レベル構造制御       
 超微粒子分散等構造制御技術       
 高次構造制御技術       
 三次元光回路材料技術       

 

 技術の体系化       
【開発予算】【開発予算】【開発予算】【開発予算】（百万円） H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 総額 

(当初) 304(補正) 312 370 423 799 596 2804 一般会計 
(実績) 304 312 370    986 
(当初)  226 185    411 

 

特会 
エネ高会計 (実績)  226 204    430 
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(当初) 304 538 555 423 799 596 3117  総予算額 
(実績) 304 538 574    793 

【開発体制】【開発体制】【開発体制】【開発体制】     

経済省担当原課 製造産業局住宅産業窯業建材課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

プロジェクトリーダー 京都大学大学院工学研究科材料化学専攻  教授 平尾 一之 

委託先 ①(社)ニューガラスフォーラム、②(独) 産業技術総合研究所 関西センター 光技
術研究部門 ガラス材料技術グループ 

 

共同研究先 ①京都大学大学院工学研究科材料化学専攻、 ②北陸先端科学技術大学院大学ナノ
マテリアルテクノロジーセンター材料科学研究科、 ③東京大学工学系研究科材料
学専攻、 ④三重大学工学部分子素材工学科、 ⑤名古屋工業大学工学部材料工学科、 
⑥東北大学多元物質科学研究所、 ⑦(独)物質･材料研究機構物質研究所、 ⑧(独)
産業技術総合研究所関西センター 

 【情勢変化への対応】【情勢変化への対応】【情勢変化への対応】【情勢変化への対応】    
経済産業省の経済活性化のための方針に対応し、ナノガラス技術プロジェクトで基礎の出来た技術

の一部は、H15 年度より始まるプロジェクト「フォーカスフォーカスフォーカスフォーカス 21212121（注 1）」にて実用化推進する。 
注 1：経済活性化につながる実用化研究開発プロジェクト。本プロジェクトからは、(1) ディスプレイ用高強度ナノガラスプ

ロジェクト、(2) デバイス用高機能化ナノガラスプロジェクトを予定。 

３．研究開発成果３．研究開発成果３．研究開発成果３．研究開発成果    
 平成 15 年度末中間目標を達成済又は達成見込み。サブテーマ 12 項目の内、4 技術をフォーカスフォーカスフォーカスフォーカス 21212121
にて実用化開発する予定。 
【研究項目①超微粒子分散等構造制御技術】【研究項目①超微粒子分散等構造制御技術】【研究項目①超微粒子分散等構造制御技術】【研究項目①超微粒子分散等構造制御技術】    
1)異質相微細析出技術 
光路長の温度依存性(dS/dT)と熱膨張率(α)の両方が低いアサーマルガラスを得ることを目的とした。
ゼロ膨張結晶化ガラスを超高圧下で合成することで中間目標である dS/dT≦1.2×10-5/℃、α≦1×
10-6/℃を達成した。 
2)超微粒子分散技術 
超微粒子分散高輝度発光ガラスを作製することを目的とした。有機官能基をもつアルコキシシランを
用いて粒子と反応、結合させ、超微粒子を凝集することなく、ガラスに閉じこめ、分散濃度 1x10-9mol/cm3

のとき発光波長 540nm において効率 4%を達成した。 
 

 【研究項目②高次構造制御技術】【研究項目②高次構造制御技術】【研究項目②高次構造制御技術】【研究項目②高次構造制御技術】    
1)周期構造形成技術 
a)高次構造化材料 
電子線描画とドライエッチングによって、ガラスに高精度な周期構造を形成する技術を構築している。
深さ方向のエッチング速度が制御されたガラスで、400nm ピッチ、深さ 1μm（アスペクト比 5）の矩
形深溝回折素子を極めて高精度に作製することに成功した。 

 b)高強度化ガラス材料 
超短パルスレーザーを用いガラス内部に異質相を導入し、従来法(風冷、イオン交換)では強化が不可
能な薄いガラス板でも強度を 1.5 倍に強化出来ることを確認した。本成果の一部は「フォーカス 21」
で実用化する予定。    

 2)有機-無機ハイブリッド技術 
a)導電性膜 
分子間の相互作用により導電性有機高分子をシリカマトリックス中に分子分散させた有機-無機ハイ
ブリッド膜を作製し、100℃以上の高温で 10-2 S/cm の高い導電率を示すことを明らかにした。 

 b)気孔配向膜 
電場により配向制御可能な液晶分子を、シリカマトリックス中に分子分散・焼成して液晶分子を除去
することにより、配向度 20%の「分子ふるい膜」を作製した。 
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3)外部場操作技術 
超高圧処理で高密化されたガラスを炭酸ガスレーザーの集光ビームで局所的に緩和させ、直径 80μm
のレンズ形状の配列をシリカガラス表面に作製することに成功した。 

 

 

 【研究項目③三次元光回路材料技術】【研究項目③三次元光回路材料技術】【研究項目③三次元光回路材料技術】【研究項目③三次元光回路材料技術】    
(1)低損失光導波路用材料技術 
a)低損失光導波路用材料 
気相化学反応法（CVD 法）による低損失光導波路用ガラス材料の組成を探索し、⊿（比屈折率差）が
1.8%、損失 0.005dB/cm(1.55μm) の「スラブ型導波路」を作製した。成果の一部は「フォーカス 21」
での実用化研究に展開する予定である。 
b)三次元光回路用材料 
ガラス内部の任意の位置にアクティブ素子を形成することを目的とし、化合物半導体微粒子、金属微
粒子、空孔などを任意の場所にフェムト秒レーザー照射で析出できる材料を見出し、光回路用材料と
して使用可能であることを確認した。 
(2)大容量光メモリ材料技術（補正予算で平成 12 年度から研究開発） 
a)大容量光メモリディスク用集光機能材料 
H14 年度までに、青色レーザー照射により、可逆的な屈折率変化がプロジェクト最終目標の 20％を遙
かに凌ぐ 40％を世界ではじめて達成し、光メモリの記録密度を大幅に向上させる超解像膜への応用が
可能であることを確認した。本課題は「フォーカス 21」で加速する。 
b)大容量光メモリヘッド用ガラス材料 
上記研究項目②a)「高次構造化材料」の微細加工技術と、計算機シミュレーション技術で効率 80%以
上で機能する超小型分波器の試作し、中間目標である「1%の波長差で角度分散 0.5°（ガラスプリズ
ムの 7倍）」を達成した。成果の一部は「フォーカス 21」で展開する。 
    

 【研究項目④技術の体系化】【研究項目④技術の体系化】【研究項目④技術の体系化】【研究項目④技術の体系化】    
「ガラス組成と特性・機能との相関」と「ガラス合成プロセスと特性・機能との相関」の 2項目につい
て検討し、他のプロジェクトとの間で体系化を議論した。    

 （外部発表実績）特許：40 件、 論文：35 件、 口頭発表：103 件、 新聞：26 件 

４．実用化、事業化の見通し４．実用化、事業化の見通し４．実用化、事業化の見通し４．実用化、事業化の見通し    

 以下の研究開発項目については、平成 14 年度までに得られた研究成果の一部或いは全部が実用化可
能と判断できたため、実用化研究プロジェクト「フォーカス 21」の中で研究を加速することとなった。 

 ②②②②----(1)(1)(1)(1)----a)a)a)a)高強度ガラス高強度ガラス高強度ガラス高強度ガラス    
世界で初めて超短パルスレーザーを用いた透明異質相の導入によってクラックの進展を止め、相対強
度を 1.5 倍に上昇させた。特にニーズが高いディスプレイ分野などで、実用化研究を加速する。 

 ③③③③----(1)(1)(1)(1)----a)a)a)a)低損低損低損低損失光導波路用材料失光導波路用材料失光導波路用材料失光導波路用材料    
世界レベルを大幅に凌ぐ超低損失スラブ導波路材料の開発に成功。既存のデバイス製造プロセスを有
する企業を中心に、波長分離機能を有するチャネル型導波路デバイス(AWG)等への実用化を加速する。 

 ③③③③----(2)(2)(2)(2)----a)a)a)a)大容量光メモリディスク用集光機能材料大容量光メモリディスク用集光機能材料大容量光メモリディスク用集光機能材料大容量光メモリディスク用集光機能材料    
H12 年度補正予算で早期に研究を開始できた効果もあり、最終目標を大幅に凌ぐ世界最高性能を有す
る「超解像膜」を得た。本薄膜の実用化のためには、メモリ基板への実装研究など、世界標準化に向
け取り組む必要があるため、フォーカス 21 で実用化研究を行う。    

 ③③③③----(2)(2)(2)(2)----b) b) b) b) 大容量光メモリヘッド用ガラス材料大容量光メモリヘッド用ガラス材料大容量光メモリヘッド用ガラス材料大容量光メモリヘッド用ガラス材料    
H12 年度補正予算で研究を開始できた結果、光の波長の半分程度の微細加工技術が構築できつつあり、
その一部はフォーカス 21 で光通信デバイスへの展開を加速する。 
    

 参画企業が有するポテンシャルを活用し、プロジェクト後半で実用化研究につなげる予定。産総研、
大学の成果は展示会等で公開し、ベンチャー化も視野に入れた幅広な連携を目指す。    

５．評価に関する事項５．評価に関する事項５．評価に関する事項５．評価に関する事項    
評価予定 実施時期 平成１５年度 中間評価実施 
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実施時期 平成１５年度 中間評価実施 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 実施時期 平成１８年度 事後評価実施予定  
評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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「ナノガラス技術」（中間評価） 
評価概要（案） 

１．総論 
１）総合評価 
ナノテクノロジーの産業への応用が世界的に図られている中で、現在急速に発展

し、また特に社会生活の質的向上に繋がる光情報通信分野において、ナノテクノロ
ジー導入により高機能材料を開発するという目的は、社会全体への波及効果が大き
く、また新産業分野の創出につながるものである。本事業分野は、現時点では日本
が優位にあるものの国際間の競争が激しく、特に競争力の維持・向上が緊急性を有
する課題であるので、NEDOが主体となって運営することは極めて適切である。 
高次構造制御が十分に行われてこなかったガラス材料について、ナノテクノロジ

ーの導入によりその制御技術の確立と体系化を行うという目標は、本事業の目標と
して十分に妥当なものである。開発項目毎の中間目標値、外部評価、最終的な成果
技術の体系化が計画に明確に設定されている。プロジェクトリーダーが卓越した技
術力とリーダーシップにより、異なる専門分野や組織の実施者を的確に指導してい
るが、これもプロジェクトが順調に進んでいる一因である。 
『試用に供し得る試料を 1つ以上製作し、外部機関に試料を提供する』という基

本計画における中間目標についても、全研究項目で試料が作製され、契約等の条件
が整えば外部機関への提供が可能な状態にあり、本年度中にかなり高い確率で目標
達成されると見られる。また、詳細な中間目標値についても、中間目標達成時期（平
成 16年 3月）前にもかかわらず、現時点でほとんどの研究課題で中間目標を達成
しており、その他の研究課題も期限までに中間目標を達成すると判断できる。さら
に、11 テーマのうち 4 つのテーマが実用化研究フォーカス２１の対象として取り
上げられ、研究開発目標の達成度は極めて高い。他の研究テーマでも実用化に向け
た特性値の向上が進んでいるものが多く、今後の成果の進展が大いに期待できる。
従って、事業全般にわたって成果の実用化の可能性は大きい。講演会や展示会
（Nanotech2003＋futureなど）に積極的に研究成果を発表することにより、多数
のユーザーから試料提供の要求を受けており、波及効果が極めて大きいと同時に、
事業化についても実施者による十分なシナリオを構築できていると考えられる。 

 
２）今後への提言 
基本的には、現在の研究目標や研究計画に変更を加える必要はない。プロジェク

トリーダーを中心にして、現在の計画に沿ってひたすら最終目標を達成するための
研究開発を進めることが重要である。 
また、現在採用している研究開発方法以外の優れた方法、効率の高い方法の探索

を絶えず検討していただきたい。また、本プロジェクトの目的の一つが「ガラス構
造制御技術を確立し、得られた技術を体系化すること」であることを再度確認し、
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必要な基礎データも積極的に蓄積することを期待する。 
 
２．各論 
１）事業の位置付け・必要性について 
本事業での開発目標に挙げている高機能のガラス・光学材料は、光情報通信分

野のキーマテリアルとして今後さらに重要性が増す素材である。したがって本事
業は、今後重要となる分野での新産業技術の創成、素材・デバイス産業の国際競
争力維持につながるものである。さらに得られた成果は、社会生活の質的向上に
十分寄与でき、公共性の高い事業であると考えられることから、NEDOの事業と
して十分妥当である。その中で、従来のガラス材料に対してナノテクノロジーを
用いて高次構造制御を行い、高機能を有する材料を開発するという目的は、新産
業分野に波及効果の大きい新技術の構築を目指すものであり、かつ本事業で対象
としている産業分野の国際競争力の向上も緊急性を有していることから、事業目
的として十分妥当かつ必要であると考えられる。 

 
２）研究開発のマネジメントについて 
従来、半導体等の結晶質材料と比較して、高次構造制御が十分に行われてこなか

ったガラス材料について、ナノテクノロジーの導入によりその制御技術の確立と体
系化を行うという目標は、本事業の目標として十分に妥当なものである。 
研究開発計画については、開発項目毎の中間目標値、外部評価、最終的な成果技

術の体系化が計画に明確に設定されており、本事業の計画として十分に妥当なもの
であると考えられる。 
事業体制については、ガラス・光学材料関連企業体と公立研究機関による並列し

た集中研究方式を重視しており、短期間に大きな成果を上げる可能性を高める方式
として、高く評価できる。特にプロジェクトリーダーが、研究者を的確に指導し、
さらにフォーカス２１に４テーマも採択されたのは賞賛に値する。 
また新規に設定された実用化プロジェクトにも、本事業で得られた成果を基に迅

速に対応しており、情勢変化への対応も十分になされている。 
 
３）研究開発成果について 
中間目標達成時期（平成 16年 3月）前にもかかわらず、現時点でほとんどの研

究課題で中間目標値を達成しており、その他の課題も期限までに中間目標値を達成
すると判断できる。さらに、4つのテーマが実用化研究フォーカス２１へ移行され
ることから、研究開発目標の達成度は極めて高い。 
事業目的であるガラス材料の高次構造制御の実現が可能となる成果が多数出て

おり、意義も十分に高いと考えられる。 
特許・論文は、十分な量をだされていると考える。Nanotech2003＋future等国

際展示会においても数々の賞を取得され、実績をあげられている。 
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『試用に供し得る試料を 1つ以上製作し、外部機関に試料を提供する』という基
本計画における中間目標についても、全研究項目で試料が作製され、契約等の条件
が整えば外部機関への提供が可能な状態にあり、本年度中にかなり高い確率で目標
達成されると見られる。 
 また、試料の引き合いも多くあり、成果の普及についてもプレス発表・展示会で
の発表を積極的に行っていることは高く評価できる。 
実用化を意識しているので、周辺技術の戦略的特許の取得をさらに進めるべきで

ある。また、国際競争力を確保するために外国特許の取得も進める必要がある。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
中間評価時点で既に４テーマが実用化研究フォーカス２１ への移行されたこと

は高く評価できる。他の研究テーマでも実用化に向けた特性値の向上が進んでいる
ものが多く、今後の成果の進展が大いに期待できる。従って、成果の実用化可能性
は大きい。 
講演会や展示会（Nanotech2003＋futureなど）に積極的に研究成果を発表する

ことにより、多数のユーザーから試料要求を受けており、波及効果が極めて大きい
と同時に、事業化についても実施者による十分なシナリオを構築できていると考え
られる。 
本プロジェクトの実用化を加速するためには、材料開発に必要な装置開発（例え

ば、フェムト秒レーザーなど）の進展に期待したい。 



    

    
要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価    

 
 
 
 
 

 成果に対する評価 今後に対する提言 

異質相微細析出技術 

透明な結晶化ガラス系では、現時点で中間目標の目標値（膨張率、光
路長温度依存性）を達成し、従来技術を凌駕する特性のサンプルを製作
したことは高く評価できる。また、従来より簡易な干渉法で光路長温度
依存性を評価する手法を開発したことや、分散型の複合体とすることに
より光路長を制御できることを見出したのは、重要な成果である。 

透明結晶化ガラスについて、ガラス組成、結晶化条件、核形成剤の有無の
影響を検討して透明性を保ったまま性能の優れたアサーマルガラスを開発す
べきである。実用化の用途に応じて、アサーマル性を有した上でデバイス機
能が付与された材料であることが重要である。さらに、デバイス応用に際し
て要求される基本的光学特性（屈折率、色分散、透過率等）も満足する新組
成やプロセスの開発を進める必要がある。また、圧力以外の外部場の導入も
検討することが望ましい。 

超微粒子分散技術 

ゾルゲル法によって半導体超微粒子の高分散性の維持と分散濃度を
高めることにより、ディスプレイや照明材料に応用できる発光効率４％
の高輝度ガラスを開発し、現時点において既に中間目標を達成したこと
は十分な成果である。また、3年目の終了時点で最終目標が達成できる
見込みであり、極めて高く評価できる。さらに、超微粒子の粒径の安定
制御により蛍光波長を容易に変化できる技術を確立したことは重要な
成果である。 

CdTe 微粒子が使用されているが、Cd の毒性を考えると、マトリックスガ
ラスの特性を変える方法で、CdTe 以外の半導体を用いて高い性能が出せな
いものか検討することが望ましい。 

周期構造形成技術 

シリカガラス表面や GeO２-B２O３-SiO２ 組成傾斜膜に屈折率 50％
以上でアスペクト比の大きい二次元周期構造を作製し、既に中間目標を
達成したことは高く評価できる。また、多層膜の回折格子や埋め込み方
式の回折格子などのサンプルも製作しており、成果は大きい。また、フ
ェムト秒レーザーの照射により異質相をガラスの表面近くの内部に周
期的に形成することにより、クラックの進展を阻止する方法で薄いガラ
スの強化に成功し、強度に関する信頼性が極めて向上したことも画期的
な成果であり、高く評価される。 
計画通りに、高強度化のメカニズムを明確にすることが極めて重要で

ある。また、更なる高強度ガラスの開発にも期待する。 

本研究開発の更なる進展を望むためには、高強度ガラスを実用化するため
に異質相形成の効率を高める研究(フェムト秒レーザー装置の研究)が急務で
ある。 

有機－無機ハイブリッド技術 

液晶―シリカハイブリッドで電圧を加えて有機分子を配向させ、焼結
して細孔が配向している効率の高い気体分離用の多孔質膜を作ったこ
とは評価できる。また、ゾルゲル法を用いて、導電性有機高分子等とガ
ラスマトリックス構成材料のナノレベルでのハイブリッド化を行い、新
規な有機―無機ハイブリド導電性膜の作製に成功したことも評価に値
する。 

気体配向膜については、工業的に重要なＨ２の効率的分離を行うためのフィ
ルターの開発が期待される。また、CO2/N2の分離比を向上させて環境問題に
資する必要がある。 
 プロトン導電性膜については、導電性をさらに向上させるとともに、実

用化したときの耐久性、耐熱性の検討を行い、世界最高性能の導電性膜につ
くりあげることが望ましい。 
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 成果に対する評価 今後に対する提言 

外部場操作技術 

シリカガラスに 6 GPa の超高圧を加えて高密度化した後に炭酸ガス
レーザーを照射して 60μm の領域に１％の屈折率変化を伴う構造変
化を生じさせたものである。これは、マイクロレンズアレイへの適用が
間近であると期待させるもので、オリジナリティーと成果は高く評価で
きる。中間目標の屈折率変化領域を 50μmに縮小することに到達でき
るのは明らかである。 

超高圧印加という製造プロセスとして生産効率の観点から検討を加える必
要がある。屈折率変化を伴う構造変化の領域をさらに狭くすることや超高圧
を加えないで現在の成果に近い成果が得られないか、検討していただきたい。

低損失光導波路材料技術 

従来の光導波路に比べて、プラズマＣＶＤの過程で材料中に入り込む
パーティクルの除去によって 0.005 dB/cm の導波路を開発した成果
はすばらしい。このテーマはフォーカス２１での実用化研究に移る予定
であり、今後の成果が非常に期待される。 
フェムト秒レーザーの照射によってガラス中に三次元的に異質相を

析出させて光の導波を確認し、屈折率差を 0.3 ％以上とする中間目標
を既に達成している。今後フォトニック結晶などへの展開は非常に将来
性がある。フェムト秒レーザーによる光導波路加工技術は世界のトップ
であり、実用化に直結できる技術レベルを実証している。 

環境負荷に対する配慮、各種の光デバイス構築への展開のために、Cd系以
外の組成系への本技術の適用についても、検討が望まれる。 

大容量光メモリ用材料技術 

大容量光メモリディスク用集光機能材料技術では、 Co３O４薄膜を
集光機能膜とすることにより、波長 405nm の青色レーザー照射による
屈折率変化量が 40%以上(最終目標の 20%を越えている)で応答速度が
ナノ秒程度(目標値は１ナノ秒以下)の膜材料の開発に成功しており、現
段階において極めて高い達成度である。 
光メモリ用ヘッドガラス材料では、深溝回折格子によって角度分散が

１％の波長差にたいして0.6 º 程度の中間目標値をすでに達成したこと
や角度分散のさらに大きい二次元フォトニック結晶の三角プリズムの
開発も進められていることから大いに評価できる。 

大容量光メモリディスクについて、フォーカス２１での実用化研究に期待
するが、このため Co３O４膜の粒界ガラス層の役割、屈折率変化の機構を検討
して性能を高くし、また、類似の金属酸化物の検討も必要である。 
スーパープリズムについては、シミュレーション結果による材料設計と実

際の作製プロセスとの融合を、引き続き効果的に進めていくことが望まれる。
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４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

平均値

 
 
 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.9 A A A B A A A
２．研究開発マネジメントについて 2.7 B A A A B A A
３．研究開発成果について 2.9 B A A A A A A
４．実用化・事業化の見通しについて 2.3 C B B A B A A
（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 
 


