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プロジェクト概要 
 

作成日 

更新日 
平成 20 年 5月 30 日 

平成 年 月 日 

プログラム名 
革新的部材産業創出プログラム 

新産業創造高度部材基盤技術開発・省エネルギー技術開発プログラム 

プロジェクト名 次世代光波制御材料・素子化技術 PJ ｺｰﾄﾞ P06032(ｴﾈ高) 

事業担当推進部室･担当者 ナノテクノロジー・材料技術開発部  坂井数馬 

０．事業の概要 

 本事業では、光学部材関連産業の国際競争力強化のため、平成 22 年度までに、広い透過波長域、高

屈折率、低屈伏点等の特性を兼ね備えた新規ガラス材料と、高温域でのガラス表面への微細構造の形成

が可能な耐熱モールドおよび成型技術を、産学官を含む川上川下の垂直連携体制と、材料創成と加工の

水平連携体制の中で開発する。また、事業の後半では、材料メーカーとセットメーカーとが垂直連携体

制の中で助成事業を立ち上げ、実用化を視野に入れた素子化技術の開発に取り組む。 

１．事業の位置付け・必要性について 

 【ＮＥＤＯが関与する意義】 

我が国が得意とする高性能な情報家電製品および光通信システムを支える光学部材関連産業（材料、

素子、装置）は川上川下の垂直連携の希薄化、アジア諸国の低コスト攻撃に直面している。そのため我

が国において産学官を含む連携の強化（川上川下の垂直連携、材料創成と加工の水平連携）を図ること

で、従来のレンズ、ミラー、回折格子等の個々の光学部材では実現し得ない高度な機能を発現するため

の基盤技術を開発する必要がある。このような技術開発は、複数の研究機関及び企業の知見を結集する

必要が有り、民間の自主的取り組みでは難しい。したがって、ＮＥＤＯの関与により、市場原理のみで

は達成し得ない基盤技術の開発を重点的に実施することが必要である。 

【実施の効果（費用対効果）】 

費用：【開発予算】に記載。 

効果：情報家電、情報通信だけでなく、医療・バイオ等、幅広い産業に応用可能な次世代光学部材の開

発を目指しており、製造プロセスが極めてシンプルなモールドプロセスを用いるため、製造エネルギー

やスループットを大幅削減できる。また、開発する光学部材を DVD プレーヤーや高輝度液晶プロジェク

ターなどに応用した場合、性能向上と省エネ効果の両方が期待される。次世代光学部材を搭載した製品

の市場見通し、および省エネ効果は以下のとおり。 

省エネ効果（成功率10％の場合の省エネ効果 石油換算）

2015 年時点市場創出効果：約 2,070 億円 ①2010 年度:7.4 万 kl､②2020 年度:13.8 万 kl､ 

③2030 年度:37.1 万 kl       

【事業の背景・目的・位置付け】 

産学官を含む川上川下の垂直連携、材料創成と加工の水平連携を図り、次世代部材分野でのイノベー

ションを促進することが、我が国の喫緊の課題である。本プロジェクトでは、日本が世界をリードして

いるデジタルスチルカメラ等の撮像光学系、光メモリドライブのピックアップ光学系、液晶プロジェク

ション光学系など、高いシェアを維持してきた情報家電製品群の中核となる光学部材のための新規材

料・精密成型の技術革新を目的としている。本研究開発は、H17 年度に策定されたロードマップにおい

て、新産業創造戦略重点 7分野の 1つである「情報家電」の中で、日本が高いシェアを維持し今後の技

術革新が切望されている光メモリ、撮像、ディスプレイ、光通信用の「光学部材」に位置づけられる。

２．研究開発マネジメントについて 

 【事業の目標】  

 平成 22 年度までに、広い透過波長域、高屈折率、低屈伏点等、これまですべての条件を満足するこ

とが困難であった特性を兼ね備え、かつ、モールドによる成型に適した新規ガラス材料、高温域でのガ

ラスへの微細構造の形成が可能な耐熱モールド、平面あるいは曲面ガラスの表面に形成された光の波長

レベルあるいはそれ以下の微細構造等を活用した次世代光波制御素子のための基盤技術を開発する。ま

た、本事業中期から、助成事業による実用化研究への取り組みを開始することを基本計画に定めた。 

主な研究開発実施事項 H18fy H19fy H20fy H21fy H22fy 【事業の計画内容】 

高屈折・低屈伏点ガラスの研究      

 サブ波長微細構造成型技術の
研究 

     

 偏光分離素子の開発      

 屈折・回折複合素子の開発      

 

 広帯域無反射素子の開発      

【開発予算】（百万円） H18fy H19fy H20fy H21fy H22fy 総額 
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(当初) 400 400 400 300 250 1750 
特別会計 

(実績) 562 398 271   1231 

【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 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

プロジェクトリーダー 産業技術総合研究所光技術研究部門 主幹研究員 西井準治 

委託先 ①松下電器産業株式会社、②コニカミノルタオプト株式会社、③日本山村硝

子株式会社、④五鈴精工硝子株式会社、⑤独立行政法人産業技術総合研究所

 

共同研究先 ①公立大学法人大阪府立大学、②国立大学法人京都工芸繊維大学、 ③国立

大学法人愛媛大学 

 
【情勢変化への対応】 

H18 年度には、研究開発項目①-4.光学的・熱的物性の精密評価、②-1-2.モールド表面のエッチング

技術、②-1-4.モールド表面処理技術、②-1-5.ガラス成型技術の 4テーマに研究加速財源を充て、材料

評価とモールド表面処理技術に関する研究の加速と成果の向上を図った。 

H19 年度には、②-1-2.モールド表面のエッチング技術、②-1-4.モールド表面処理技術の 2 テーマに

研究加速財源を充て、素子評価と高温物性評価に関する研究成果の向上を図った。 

３．研究開発成果について 

 
平成 19 年度末までに、中間目標をほぼ達成した。 

 

【研究開発項目①高屈折・低屈伏点ガラスの研究】（中間目標達度：○） 

①-1.リン酸塩系組成開発（ガラス企業が中心） 

ガラス成分が屈伏点 At、屈折率 ndに与える影響を調べ、低 At化、高 nd化に有効で、広いガラス化

範囲が見込まれる ZnO-Bi2O3-P2O5系のガラス化領域を調べたところ、高 P2O5領域と低 P2O5領域の 2 つ

が存在することがわかり、高 P2O5領域において、At340～454℃、nd1.52～1.77、波長 400 nm の内部透

過率(厚み 3mm)80%以上であり、中間目標に到達するガラスを見出した（特許 2件出願）。一方、屈折・

回折複合素子への応用を目指して、高屈折、低屈伏点に加えて低分散のガラス開発を試みたところ、

Li2O-BaO-ZnO-ZnF2-Gd2O5-Nb2O5-Ta2O5-P2O5系において、At465℃、nd1.67、νd49.0、波長 400 nm におけ

る内部透過率 80 %以上で、耐候性に優れたガラスを見出した（特許 1件出願）。 

以上 2つの系で中間目標を達成し、得られたガラスを松下電器産業に提供して、反射防止構造およ

び鋸歯構造の良好な転写を実証した。 

 

①-2.ホウ酸塩系組成開発（ガラス企業が中心） 

低屈伏点化に有望な Bi2O3-GeO2-B2O3系のガラス化範囲を実験で求め、得られたガラスの物性を評価

したところ、nd1.73～1.82、At468～480℃、波長 400 nm の内部透過率(厚み 3mm)80%以上のガラスが

得られることが分かった。GeO2の含有量が増加するに伴い、ndはほぼ直線的に低下し、加成性が成立

した。一方、紫外域での高い透過率が期待される Bi2O3-(Li2O・Ga2O3)-B2O3系のガラス化範囲を実験的

に求め、得られたガラスの物性を評価したところ、nd1.76～1.84、At468～478℃、波長 400nm におけ

る内部透過率(厚み 3mm)80%以上のガラスが得られた。 

以上 2 つの系で中間目標を達成した。得られたガラスをコニカミノルタに提供して、1 次元周期構

造の良好な転写を実証した。 

 

①-3.ガラス表面改質技術（産業技術総合研究所、京都工繊大へ再委託） 

 H18 年度は、イオン交換により、ガラス表面層の組成を変化させることを目的に、ソーダライム系

ガラスを硝酸銀系の溶融塩中でイオン交換した結果、400℃、20 分のイオン交換で約 20℃の転移温度

の低下が見られ、ガラスに着色等の問題は発生しなかった。 

 H19 年度は、ガラス表面層の屈伏点を約 60～230℃低下させ、モールド法によってその表面に周期

500nm の 1 次元周期構造を形成することに成功し、企業、産総研との共願特許 1件を出願した。 

 

①-4.光学的・熱的物性の精密評価（産業技術総合研究所が中心） 

 H18 年度は、酸化ビスマス含有ホウ酸塩系ガラスの密度、屈折率、吸収端波長の組成に対する加成

性を見出した。また、酸化ビスマス含有量の多いガラスには 350nm 付近に吸収ピークが存在し、ガラ

スの吸収端波長に影響を与えることを見出した。 

 H19 年度は、酸化ビスマス添加リン酸塩系ガラスにおいて、吸収ピーク波長が組成に依存し、屈折

率は密度と吸収ピーク波長に依存することを見出した。組成系によっては、密度の影響の方が大きか

った。また、ホウ酸塩系及びリン酸塩系ガラスにおいて、プレス時に問題となる着色現象と組成との

関係について調査を開始した。 
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【研究開発項目②「サブ波長微細構造成型技術の研究」】（中間目標達度：◎） 

②-1.モールド作製・成型技術 

②-1-1.モールド表面へのパターニング技術 

②-1-1-1.電子線描画法（産総研、家電メーカーが中心） 

グラッシーカーボン(GC)や炭化ケイ素(SiC)等の耐熱性を有するモールド基板表面に、周期 300～

500nm、面積 6mm 角以上の範囲に 1次元周期パターンを安定に描画できる条件を見いだした。また、2

次元に微小な穴が並んだ周期パターンの描画方法を検討した結果、電子ビーム断面が真円になるよう

に調整して所望の穴の直径になるまで電子ビームを照射し続ける方法を用いて、メーカー推奨のビー

ム走査によって塗りつぶす描画方法に比べて 10 倍の描画速度を実現した。さらに、周期 10μm、高さ

557nm で、ほぼ直線的な傾斜を有する鋸歯形状の描画にも成功した。 

 

②-1-1-2.大面積平面干渉露光（産業技術総合研究所、一部、京都工繊大に再委託） 

He-Cd レーザー(波長 325nm）を用いた干渉露光により、シリコン、石英および SiC 基板表面への周

期 290nm、溝深さ 730nm の 1 次元レジストパターンを形成した。反射防止膜との併用は非常に効果的

であり、側壁に凹凸の少ない、ほぼ矩形構造のレジストパターンが得られることを確認した。さらに、

1次元周期構造の形成に必要な露光時間の約 1/2 で露光を停止し、基板を 90°回転した後に残りの 1/2

の時間の露光を行うことで、周期 290nm、穴型 100～150nm の 2 次元周期構造が平面だけでなく曲面に

も形成できた。一方、京都工繊大では、周期 500nm 以下の１次元周期構造の格子周期微調精技術に加

え、位相マスクを用いた干渉露光による鋸歯形状のレジストパターン作製法を新規に開発し、集中研

での鋸歯構造モールドへの応用に関する検討を開始した。 

 

②-1-1-3.曲面上へのパターニング技術（産業技術総合研究所、大阪府大に再委託） 

 曲面モールドの作製に用いる2次元微細周期構造パターニング装置として紫外線三光束干渉露光装

置を試作した。光源には YAG レーザー4倍波(波長 266nm)の円偏光成分を用いた。シミュレーションで

求めた干渉縞のコントラストは、2光束 2回露光法よりも約 2倍高い値であった。KrF レーザー用レジ

ストを用い、直径 10mm、曲率半径 10mm の凹面レンズの表面に周期 250nm のパターンを得ることに成功

した。 

 

②-1-2.モールド表面のエッチング技術（松下電器産業株式会社、コニカミノルタオプト株式会社） 

H18 年度後半に、GC モールドを開発した。電子線描画で形成したレジストパターンとタングステン

シリサイド(WSi)マスクを介したドライエッチングで、GC 表面に周期 300～500nm の 1 次元周期構造を

作製することができた。また、石英のドライエッチングによって、周期 300nm の 2 次元周期構造モー

ルドを作製した。 

H19 年度は、SiC や炭化タングステン(WC)の平板のドライエッチングに成功し、周期 300～500nm で

1～2 次元の周期構造を作製した。特に、SiC のドライエッチングにおいては、エッチングガスの組成

によって表面に形成される周期構造の溝側壁の傾斜角度を制御できることを見い出し、企業と産総研

が共同で特許出願した。さらに、モールドとして使用することを目的として、石英凸レンズ表面への

周期 290nm、15mmφの反射防止用 2 次元周期構造の形成に成功した。一方、切削加工によって、NiP

メッキ膜の表面に、傾斜角 15～30°の鋸歯構造モールドを作製した。 

 

②-1-3.電鋳技術（松下電器産業株式会社、コニカミノルタオプト株式会社） 

 プロジェクト発足後できるだけ早い時期にガラス成型実験を開始するため、ニッケル電鋳モールド

の作製を実施した。シリコンウェハにＸ線リソグラフィーによって周期 300nm、面積 20mm 角の 2次元

レジストパターンを形成した。パターニングされたレジスト表面にニッケルメッキを施し、レジスト

パターンの反転形状を有し、構造深さ 350nm のニッケル電鋳モールドの試作に成功した。 

 

 

②—1-4.モールド表面処理技術（産業技術総合研究所） 

H18 年度は、貴金属イオン注入における注入分布範囲を調べ、成型テストに必要な面積を処理でき

ること、および、2元素を同時に注入する場合の注入分布の重なりなどの基本データを収集した。 

H19 年度は、イオンビームスパッタ装置、貴金属イオン注入装置によって、金属あるいはカーボン

の離型膜を形成し、アスペクト比の大きな周期構造の成型・離型を可能にした。イオンビームスパッ

タ装置においては、基板温度を 250℃以上に上昇させることによって、耐久性の高いカーボン離型膜

を形成することが可能であった。また、貴金属イオン注入装置においては、プラズマ発生中に数百ナ

ノメートルオーダーの貴金属ドロプレットが生成し、モールド表面に飛来・付着する場合が見られ、
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 更なる装置の改良が必要であることがわかった。一方、高温レオロジー解析装置を導入し、成型中の

ガラスの粘弾性挙動の測定を開始した。 

 

②-1-5.ガラス成型技術（松下電器産業株式会社、コニカミノルタオプト株式会社） 

H18 年度は、以下の研究を実施した。 

(1) 溝幅の異なる 4 種類の 1 次元周期構造が隣接して形成された GC モールド(周期 500nm、溝深さ

750nm)を用いてリン酸塩ガラスの成型を行った結果、溝幅の増加と共に成型ガラス構造体の構造

高さが高くなり、両者の間に直線関係があることを確認した。 

(2) 石英製の 2次元周期構造モールドを用いて、リン酸塩ガラス表面に周期 300nm、高さ 480nm、面積

5×5mm2の 2 次元微細構造を成型することに成功した。垂直入射条件での表面反射率を測定したと

ころ、波長 462nm のレーザー光で 0.56％であった。 

H19 年度には、以下の研究を実施した。 

(1) SiC モールドを用いたガラス成型に着手した。モールドの溝の傾斜角度とガラス成型体の構造高

さの関係を定量的に調べたところ、傾斜角度を小さくするとモールドへのガラスの充填率が増す

が、長時間加圧しても構造高さがあるレベルで飽和することがわかった。 

(2) 成型によって得られた 1次元周期構造によって発現する透過光の位相差を測定したところ、周期

500nm の場合は 0.1λ(波長 600nm)、周期 300nm の場合は 0.8λ(波長 400nm)であった。 

(3) 2 次元周期構造を形成した SiC モールドを用いて、15×15mm2、周期 300nm、高さ 290nm の反射防

止構造の成型に成功し、波長 530 nm での垂直入射光に対する表面反射率 0.2%を達成した。 

(4) 曲率半径 45mm の石英凸レンズに周期 290nm、段差 350nm の微細構造を形成し、当該レンズをモ

ールドとしてリン酸塩系ガラスを成型したところ、成型ガラスの中心部分で波長 530nm での垂直

入射光に対する反射率が 0.22％(フラットな面の 1/25)になることを確認した。 

(5) NiP めっきモールドを用いて、面積 5mmφ、周期 2μm、段差 0.8μm の鋸歯構造をガラス表面に

形成することに成功した。 

 

②-2.シミュレーション技術（産業技術総合研究所） 

②-2-1.光波シミュレーション技術 

②-2-1-1.大面積光学部材対応光波解析シミュレータ（大阪府立大に再委託） 

H18 年度は、自動光学設計ソフトウェアの開発を目的として、大面積光学部材光波解析シミュレー

タの検討を行い、光線追跡と電磁場解析を組み合わせた光波シミュレータの基本部分を作成した。ま

た、これを用いて表面反射防止構造をもつ開口数 0.6 のレンズの 2次元光学特性を評価したところ、

周辺部においても 98%以上の高い透過率特性が得られることが分かった。 

H19 年度は、光線追跡と電磁場解析を組み合わせた大面積光学部材光波解析シミュレータを作成し、

表面無反射構造をもつ直径 5mm 以上のレンズの光学特性を数分で解析することを可能にした。また、

高開口数非球面レンズの表面に反射防止構造を付加することで発生する波面収差を評価することに

成功し、集中研での曲面への反射防止構造形成の研究を加速した。 

 

②-2-1-2.微細加工による形状制限を組み込んだ光学部材の自動設計ソフトの開発（愛媛大に再委託）

H18 年度は、電磁場解析に基づく素子形状の効率な最適化手法の探索を開始し、取り組みが容易な

2 値位相格子によるビームアレー生成素子に適用してみた結果、より複雑な構造を扱う場合の課題を

見出すことができた。 

H19 年度は、電磁場解析に基づく表面微細構造の簡易型高速自動設計ソフトの基本プログラムを開

発し、曲面や傾斜を有する格子構造の最適設計を可能にすることで、集中研での 1次元周期構造モー

ルドの作製および成型に関する研究を加速した。 

 

②-2-2.成型シミュレーション技術（大阪府立大に再委託） 

H18 年度は、微細部分へのガラス成型メカニズムの解析に関して、ガラス－モールド界面などでの

分子挙動解析のためのプログラミングを開始し、擬似ガラスとしてアモルファスシリコンの成型過程

を計算することで基本動作を検証した。さらに、流動解析ソフトの導入とガラス成型への適用に着手

し、基本動作を検証した。 

H19 年度は、ガラスの分子挙動のシミュレーション解析プログラムを開発し、モールド周辺部分で

の分子挙動解析を行った。また、ガラス成型時のプロセス条件を用いてマクロな流動解析を行い、集

中研で実施中の成型実験を加速した。更に、マクロな流動解析により成型性のパターン形状依存性の

予測を行った。これらにより、成型時の課題の抽出と、成型プロセス・材料評価設計の指針を得た。
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（外部発表実績） 

平成 18 年 7月から平成 20 年 3 月までの外部発表実績は以下の通り。 

特許：9件 

論文および国際学会予稿集：14 報（内 10 報は査読付き） 

口頭発表：56 件 

新聞・雑誌記事：15 件 

 

４．実用化、事業化の見通しについて 

研究項目毎に、以下のような実用化、事業化に向けた検討をしている。特に、鋸歯構造モールドの作

製とガラス成型および分散制御ガラスに関する研究進捗が順調であるため、それらの成果をもとに、松

下電器産業株式会社において、基本計画の研究開発項目④「屈折・回折複合素子の開発」を 1/2 助成事

業として H20 年度から開始することにした。 

 

 

【研究開発項目①高屈折・低屈伏点ガラスの研究】 

 日本山村硝子株式会社は松下電器産業との垂直連携によって、また、五鈴精工硝子株式会社は、コ

ニカミノルタオプト株式会社との垂直連携によって、ガラス成型・素子化に関する知見を得つつ、H21

年度からの組成開発に関する助成事業の立ち上げに向けて、明確な数値目標を掲げたガラス組成開発

を進めている。 

イオン交換による表面の低屈伏点化は、モールド法で微細な周期構造を形成する上で有利であり、

既に、コニカミノルタオプト株式会社と特許を共願している。今後、イオン交換によるガラスの着色

を抑えることができれば、実用化の可能性が高まると期待される。 

 ガラス物性の高度な評価技術を、企業研究者と共に検討し、さらに、成型過程で発生した種々の問

題を詳細に検討し、解決に導いている。特に、ガラス中での挙動が未知であった重金属イオンが、ガ

ラス物性に与える影響の解明は、低屈伏点ガラスの実用化を大きく加速すると期待される。 

 

【研究開発項目②「サブ波長微細構造成型技術の研究」】 

産総研および松下電器産業、コニカミノルタオプトが実施している電子線描画法については、確実

なパターニング技術であるが、描画時間が実用化の障害となっていた。しかしながら、モールド法で

製造されている情報家電製品の光学部材の大きさは数 mmφ程度であるため、本描画方法を微細モール

ドの作製に適用することは、極めて理に適っている。今後、描画プログラムの改善によって、更なる

高速描画を実現すれば、製造現場で使われる可能性が高い。 

 レーザー干渉露光法の利点は、曲面への周期構造のパターニングが短時間で可能なことである。本

プロジェクトでは、産総研と大学が連携して露光条件の最適化を進めており、既に、曲面へのパター

ニングに成功していることから、H21 年度から開始予定の研究開発項目④「広帯域無反射素子の開発」

で必須技術になること期待される。 

 産総研は、プロジェクト発足以前からドライエッチングに関する知見を持っており、そのポテンシ

ャルが、SiC、WC などの超硬モールド材料の微細加工に効果的に展開でき、参画企業は短期間にその

ノウハウを習得できた。順調に伸展している平面および曲面へのパターニング技術と相まって、微細

モールドの実用化に効果的に貢献すると期待される。 

 松下電器産業が中心となって実施した電鋳技術については、プロジェクト発足 2年で、電鋳金型の

作製に成功し、ガラス成型まで実施できた。実用化に向けて電鋳基板となるレジストパターン形状の

最適化を図れば、低屈伏点ガラスの成型に十分対応できると考えられる。 

産総研が中心に実施しているモールド表面処理技術については、モールド表面への離型膜の形成

は、各社のノウハウに強く依存しているが、集中研では、その様なノウハウの検討だけでなく、ガラ

ス材料から素子成型まで一貫して実施できる体制を構築するための要素技術として位置づけている。

したがって、直ちに実用化に繋がるというよりも、むしろ、成型から離型の過程におけるレオロジー

解析等の基礎的な検討を実施して、ガラスとモールドとの融着現象などを基礎的に理解する上で重要

な課題であると考えている。 

松下電器産業およびコニカミノルタオプトが中心となって実施しているガラス成型技術について

は、集中研に導入したバッチ式加圧成型機は、成型精度が高く、研究室レベルでの微細構造転写には

適していたため、予想以上に研究が順調に進捗している。今後、本技術を実用化するためには、集中

研で構築した基盤技術を各企業に持ち帰り、予熱、徐冷機構を備えた生産機での検討をする必要があ

る。プロジェクト後半の集中研では、その様なプレス方式の次のステップであるロール成型機の開発

に取り組み、一層の低コスト化、大面積化を目指す予定である。 

大学が実施しているシミュレーション技術については、引き続き、集中研の基盤研究および企業の

実用化研究を加速することを目的として実施する。 
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５．評価に関する事項 

実施時期 平成 20 年度 中間評価実施 評価予定 

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 23 年度 事後評価実施予定 

 

評価予定 

 

 
評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 

６．基本計画に関する事項 

作成時期 平成 18 年 2月制定  

変更履歴  

 
 



 

「次世代光波制御材料・素子化技術」全体の研究開発実施体制 

 

公立大学法人大阪府立大学
・研究実施場所：大阪府堺市
・実施項目
②サブ波長微細構造成型技術の研究

国立大学法人京都工芸繊維大学
・研究実施場所：京都府京都市
・実施項目
①高屈折・低屈伏点ガラスの研究
②サブ波長微細構造成型技術の研究

国立大学法人愛媛大学
・研究実施場所：愛媛県松山市
・実施項目
②サブ波長微細構造成型技術の研究

公立大学法人大阪府立大学
・研究実施場所：大阪府堺市
・実施項目
②サブ波長微細構造成型技術の研究

国立大学法人京都工芸繊維大学
・研究実施場所：京都府京都市
・実施項目
①高屈折・低屈伏点ガラスの研究
②サブ波長微細構造成型技術の研究

国立大学法人愛媛大学
・研究実施場所：愛媛県松山市
・実施項目
②サブ波長微細構造成型技術の研究

松下電器産業株式会社
研究実施場所：大阪府門真市
実施項目：④屈折・回折複合素子の開発

五鈴精工硝子
株式会社

研究実施場所：
大阪府池田市
実施項目
①高屈折・低屈伏点ガ
ラスの研究
②サブ波長微細構造成
型技術の研究

日本山村硝子
株式会社

研究実施場所：
大阪府池田市
実施項目
①高屈折・低屈伏点ガ
ラスの研究
②サブ波長微細構造
成型技術の研究

コニカミノルタ
オプト株式会社

研究実施場所：
大阪府池田市
実施項目
②サブ波長微細構造
成型技術の研究

松下電器産業
株式会社

研究実施場所：
大阪府池田市
実施項目
②サブ波長微細構造成
型技術の研究

NEDO技術開発機構 プロジェクトリーダー
産業技術総合研究所 光技術研究部門
光波制御デバイスグループ長
西井 準治

指示･協議
技術推進委員会

【助成先】
【委託先】

独立行政法人
産業技術総合研究所
関西センター
研究実施場所：
大阪府池田市
実施項目
①高屈折・低屈伏点ガラス
の研究
②サブ波長微細構造成型
技術の研究
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「次世代光波制御材料・素子化技術」（中間評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 

１）総合評価 

次世代光波制御材料・素子化技術の材料開発から部品化までを目的に、技術の出

口をしっかり定めて高い目標が設定され、材料、シミュレーション、素子設計、製

造、計測評価と広きに渡って日本に強みのある既存技術、既存産業に新たな発展可

能性を与えると評価できる。 

産学官の協力体制のもとに、研究加速財源も効果的に活用され、ＰＬの強いリー

ダシップも発揮され、目標達成度の点からは当初の想定以上の成果が得られている

項目もあり、極めて順調に進んでいると判断される。今後の進展に大きな障害・破

綻要因は現時点において特に見当たらないと言える。 

なお、基礎的・基盤的研究として基礎的データは着実に蓄積しているが、今後の

実用化に向けては、耐候性、長期信頼性、成型性、光学特性、コスト、対環境面も

含めて総合的に研究開発すべき課題はまだ多い。プロジェクト終了後の製品開発の

フェーズでは、サブ波長微細素子について、機械的強度、汚れ対策などの検討や、

樹脂との差別化などを明確にする必要もある。 

 

２）今後に対する提言 

優れた技術開発が出来てきており、引き続き計画通り進めることが望まれる。実

用化に向けては、種々の不測の課題が出現することが予想されるが、真に使われる

部品として満たすべき仕様、例えば成型性やコストなどを考慮に入れた目標を定め

て研究開発を推進することが必要である。また、出来るだけ早めに市場に出してみ

て、その評価を受けることも有効である。 

なお、応用範囲がプロジェクトで想定されている以外にも広がる可能性があり、

今後、本技術をさらに広く展開することが望まれる。 

 

２．各 論 

１）事業の位置付け・必要性について 

21 世紀は光の時代であり、SiO2系ガラスをベースとした光ファイバーに代表され

るように、ガラスに対する期待は依然として大きい。精密モールド技術を駆使した、

光波制御部材の開発は、小型化、高機能化の観点から重要性が高まっている。革新

的部材および省エネルギーの両プログラムに関わる重要な課題であり、我が国の光

業界分野の発展、国際競争力の向上に寄与するために NEDO 事業としての必要性、妥

当性を有している。 

レンズ材料、成型技術、金型技術など我が国の得意分野を垂直統合したプロジェ
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クトであり、テーマの規模や技術基盤及び展開分野等の要素から、関係する公的機

関と企業の連携で実施することは妥当である。また、高いリスクを伴う材料開発を、

適切な参加者を定め遂行している点に NEDO の指導性が発揮されており、終了した

NEDO の関連プロジェクトの成果、および企業が保有する国際的な競争力が効果的に

活用されている。 

 
２）研究開発マネジメントについて 

今後必要となる光部品に対し、材料、素子設計、製造、評価計測などの技術分野

に対する内外技術・市場動向を網羅して具体的な実用化イメージ・シナリオが想定

されておりターゲットの設定は妥当である。研究開発目標も定量的でかつ絞り込ま

れていて明確である。産総研での集中研によるガラスおよびモールドに関する共通

基盤技術の開発、その後、ガラス材料メーカーとセットメーカーの垂直連携体制に

よる実用化という体制・マネジメントは、プロジェクトリーダーの下で十分に機能

していると評価できる。研究加速財源も良く活用されていて、それに対応した成果

も明確である。 

市場については、現在の光部品を置き換えた場合を想定しているが、未踏の領域

へのチャレンジであり信頼性やコストなど多くの課題が想定される。今後は、実用

化に向けた課題解決に力を注ぐことが望まれ、プロジェクトリーダーのマネジメン

トは実用化に近づくにつれて益々重要になる。 

 

３）研究開発成果について 

ガラス材料、成型技術、モールド技術など予想を超えて早期に得られた成果も幾

つかあり、得られた成果は中間目標値を達成し世界最高水準と評価できる。全体と

してプロジェクトの達成に向かって順調に進んでいると認められる。日本の得意技

術の光学分野での優位性を保つのに大いに貢献することが充分期待できる。また、

展示会、学会発表など成果の普及は広く行なわれ、成果の特許化についても慎重か

つ積極的に対応されている。 

なお、実際のモールド微細加工で生じた問題を、重要な情報として捉え、ガラス

材料あるいはモールドの材質改善に反映させているが、曲面へのパターニング、ロ

ール方式など研究途中の課題も予想されるので、早期に課題の抽出と、その解決策

の実施が望まれる。また、プロジェクト終了後の製品開発のフェーズでは、サブ波

長構造素子技術において樹脂等を使い先行する企業に対しての差別化、および樹

脂・ガラスのハイブリッド化の可能性について、もう少し詰める必要がある。 

 

４）実用化の見通しについて 

偏光制御素子や屈折回折複合素子など実用化イメージ・出口イメージは明確であ

り、現時点の成果から実用化への期待と可能性は高いと評価する。波及効果につい

ても、新規ガラス材料開発、新規モールド開発、成型技術の確立、光学部材設計、

新しい計測装置の開発などで期待できる。また、集中研での実施を通して、若手人
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材育成にも効果が挙がっていると評価できる。 

プロジェクト終了後の製品開発のフェーズでは、アセンブルコストや寸法なども

含めたトータルなコスト評価が必要であり、光波制御材料素子の機械的弱点（壊れ

やすさ、汚れやすさ）に対しては洗浄法等の対策を練る等、個々の課題につきブレ

ークスルー技術を開発して適用していくことが必要となる。 

なお、独自ガラスでのサブ波長微細構造の成型技術の確立は、微細なフォトニッ

ク結晶技術への波及効果など、応用範囲がプロジェクトで想定されている以外にも

広がる可能性があり、我が国の光産業全体への貢献が期待される。 



個別テーマに関する評価 

 
 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

高
屈
折
・
低
屈
伏
点
ガ
ラ
ス
の
研
究 

既にある程度の実績を有するリン酸

塩系およびホウ酸塩系ガラスに焦点を

あて、必要な特性を満足するために他成

分の添加による新材料探索を行い、屈折

率、分散、屈伏点、吸収端に関して、満

足できるガラスの開発が行われている。

また、実際のモールド微細加工で生じた

問題をガラス開発に反映させている。シ

ミュレーションも併用しており、実際の

モールド中のガラスの挙動も明らかに

なりつつあり、特許化も十分行われてい

る。成果は世界最高水準であり、中には

最終目標値に近い成果も得られており、

当初の想定以上の進展があると認めら

れる。 

なお、リン酸塩系、ホウ酸塩系ともに

表面荒れや着色など、表面の特性改善に

取り組んでいるが、メカニズム解明等、

特性安定化をさらに進める必要がある。

また、ガラス材料の環境性についても常

に厳しくチェックしておく必要がある。

実用化イメージは明確であり、モール

ド加工の設計仕様にあった新規なガラス

の開発が行われており、実用化への期待

が大きい。着色、表面荒れなど、問題と

なる現象の把握が早期になされ、その問

題への対処法の探索についても候補が見

つかるなど順調に進んでいる。開発した

ガラスをベースにしてさらにガラス組成

の改善が図られると期待する。 

プロジェクト終了後の企業の製品開発

の段階では、仕様として記載した内容だ

けでなく、コスト、生産性、実際の使用

を想定した各種特性、対環境性など検討

すべき項目を明確にし、それに対するブ

レークスルー技術の開発が望まれる。 

なお、ホウ酸塩系での紫外域の透過性

を確保するための添加物、Ga,Ge が高価

で普及の足枷になる可能性があり、これ

らの原料を使用しないガラスの開発の必

要性にも何らかの見通しが望まれる。 

 

本プロジェクトで目標

とし、かつ、実用化に耐

えるガラスの開発は、設

定目標以外にも耐候性、

耐久性など様々な観点か

ら考える必要があり、実

用化するために解決すべ

き課題とブレークスルー

技術を整理し、ガラス開

発を根気強く続けること

を期待する。 

また、今後は、新たに

見出された材料に対し

て、透明性や屈伏点など

特性改善に加えて、その

メカニズム解明など、よ

り深い理解を得るための

研究開発も将来の技術革

新に備える面から必要で

ある。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

サ
ブ
波
長
微
細
構
造
成
型
技
術
の
開
発 

材質を含めて、モールド微細成型に成果
が出ており、実際にガラス表面にサブ波長
微細構造成型ができることを実証し、反射
率の低減や回折効果を確認しており、世界
最高水準と高く評価できる。電子ビーム、
機械加工、ドライエッチングなど様々な手
法によりＳｉＣ，ＷＣ，ＮｉＰなどの各種
材料によるモールド作製の開発を行なって
おり、モールド、成型技術、転写技術など
所期の進捗をしており評価できる。シミュ
レーション技術についても、分子レベル挙
動の見通しを立てており、学術的にも評価
できる。また、論文化、特許化も積極的に
行われている。 
なお、干渉露光など新しい技術を開発し

見通しを得たことは評価できるが、その使
用限界、曲面への露光精度、およびエッチ
ングの可能性など、まだ不十分な事項も多
い。 
また、鋸歯形状等、非対称な形状に対し

ては、離型の際の変形解析などにも注意を
払う必要がある。モールド成型時の温度プ
ログラム等については、試行錯誤的に行わ
れているが、シミュレーション技術とも連
携して、合理的かつ最適なモールド設計を
提案することを期待する。 

プロジェクト内の各成果の活用
も効率的に行われ実用化イメージ
も明確である。実際に新規なモール
ドを作ることは、本プロジェクトの
非常に大きな強みである。他者には
簡単には模倣のできない技術であ
ることは明白である。この点におい
て、本技術の実用化はインパクトが
大きい。すでに、本技術による成果
が出ており、実用化への期待は大き
い。残された大きな課題である大型
化についても充分な見通しが立っ
ていると判断される。 
なお、耐候性、成型性、製作コス

トなど、実用品として商品化するに
はまだ多くの課題がある。今後解決
すべき課題の抽出に努めるととも
に、そのブレークスルー技術を視野
に入れた研究が望まれる。 
また、プロジェクト終了後の製品

開発のフェーズでは、樹脂での技術
との差別化、およびハイブリッド化
などを検討しておく必要がある。 

光学技術の基礎に変革を
与える可能性のある成果が
得られていて、経済的な波
及効果は大きい。プラステ
ィック光学部品に対して、
ガラス光学部品にすること
のメリットを生かした新規
光学デバイスの探索、高機
能部品化、および、この新
技術をより広く活用するこ
とを念頭に使い方や分野な
どについて、さらに広い可
能性についての検討を期待
する。 
なお、プロジェクト終了

後の製品開発のフェーズで
は、モールドの耐久性の評
価手法の確立、および、サ
ブ波長微細素子の機能保持
面から、汚れにくくする技
術や洗浄技術の確立が必要
である。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 
 

2.8

3.0

3.0

2.5

0 1 2

４．実用化の見通し　　　　　

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

3

 
          

 評価項目 平均値             素 点 （注１）   

 １．事業の位置付け・必要性 3.0 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

 ２．研究開発マネジメント  2.8 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ  

 ３．研究開発成果   3.0 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

 ４．実用化の見通し 2.5 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ  

 （注１）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  

 

 

 ＜判定基準＞ 

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 

・非常に重要         →A 

・重要            →B 

・概ね妥当          →C 

・妥当性がない、又は失われた →D 

・非常によい         →A 

・よい            →B 

・概ね妥当          →C 

・妥当とはいえない      →D 

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化の見通しについて 

・非常によい         →A 

・よい            →B 

・概ね適切          →C 

・適切とはいえない      →D 

・非常に明確          →A 

・明確                        →B 

・概ね明確           →C 

・見通しが不明                →D 
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評点結果〔個別テーマ〕 

 
１．高屈折・低屈伏点ガラスの研究 

2.5

2.7

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果　

 平均値  
 
２．サブ波長微細構造成型技術の開発 

2.5

3.0

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果　

 平均値 
 
 

個別テーマ 評価項目 平均値     素点（注）  

研究開発成果 2.7 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ
１．高屈折・低屈伏点ガラスの研究 

実用化の見通し 2.5 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

研究開発成果 3.0 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
２．サブ波長微細構造成型技術の開発 

実用化の見通し 2.5 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

（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。 

 

 

＜判定基準＞ 

(1)研究開発成果について （2)実用化の見通しについて 

・非常によい         →A 

・よい            →B 

・概ね妥当          →C 

・妥当とはいえない      →D 

・非常に明確          →A 

・明確                        →B 

・概ね明確           →C 

・見通しが不明                →D 
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