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平成２１年度実施方針 

電子・情報技術開発部 

 

１．件 名：プログラム名 ＩＴイノベーションプログラム 

             エネルギーイノベーションプログラム 

             ナノテク・部材イノベーションプログラム 

（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年度までの確立を目標

として、「ナノテク・部材イノベーションプログラム」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。 

 

最終目標（平成２２年度） 
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（１）共通基盤技術として、平成２２年度までに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１８～２０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２０年度は、平成１８年度および平成１９年度の成果をもとに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を開発するとともに、伝播光領域における回折の有無／次数による観測点での伝搬

強度への影響について明らかにした。また、並列計算対応ＦＤＴＤプログラムの高効率化を図り、遺伝的ア

ルゴリズムをＦＤＴＤ法に適用できるようにした。これをもとに、偏光制御素子の特性解析を行い、偏光透過

率６０％以上が可能なことを確認した。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年度および平成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した。 

 

（２）ナノ構造部材作製技術 

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、ＭＢＥ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切で

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技術が化合物半導体量子

ドット作製プロセス技術に適切であることがわかった。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２０年度は、偏光素子作製技術として、微小粒径金属膜作製技術、ＥＢ露光技術、ＲＩＥ技術、ＦＩＢ
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加工技術、パターンめっき技術等を検討した。これをもとに、微小粒径金属膜の成膜と、ＥＢ露光、リフトオ

フ法による加工技術を用い、４５度直線偏光入射での偏光透過率が６０％を超える特性を示したイタリックＩ

型構造 Al 偏光素子を試作した。さらに、３次元縦構造金属細線として、直径７０～１００ｎｍ、高さ４００ｎｍの

高アスペクト Au ピラーを電解パターンめっきにより試作した。また、オプティカル新機能部材作製技術として、

ＭＢＥ技術を検討し、これをもとに、室温での強いＰＬ発光を示す低密度 InAs 量子ドット（光論理ゲート構造

部材の要素）を試作した。以上により、中間仕様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

術内容を明らかにし、中間目標を達成した。 

平成１８年度、平成１９年度および平成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、金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２０年度は、金属ナノ構造中のプラズモンの状態を評価する方法として、チップ増強ラマン散乱分光

法、チップ増強発光法、チップ増強レイリー散乱法が有効であることを原理的に検証した。また、光ナノプロ

ーブに関しては、光出力強度の波長依存性とプローブ長依存性を確認すると共に、カーボンナノチューブ

入射端の金ナノ粒子が集光アンテナとして、出射端の金ナノ粒子が共鳴器として作用していることを確認し

た。さらに、光出力強度のプローブ長依存性から、強度減衰率が低下し実用に好適なプローブ長領域が

存在することが判った。これらの結果に基づき、光ナノプローブの基本構造を提案した。 

平成１８年度、平成１９年度および平成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２０年度は、ＰＬ評価において、光論理ゲート素子の半導体量子ドット間でのエネルギー移動温度

を従来の７７ｋから２２０ｋに向上したことを確認した。また、最適な素子構造を想定した試作として、電子線

描画および GaAs 基板のコロージョンレス低ダメージナノエッチングを用いた素子加工プロセスを検証し、基

本的な材料特性、ナノ構造による基本特性を明らかにした。ナノ粒子等のナノ構造部材を用いた導波路

検討については、Sn seed 膜の微細加工プロセスの検討を行い、ウェットプロセス及びドライプロセスでの

加工可能な条件を見出した。さらにコアシェル構造金属ナノ分子の耐熱性を向上した。また、近接場光か

ら伝播光への高効率変換素子として提案したスポットサイズ変換導波路をシリコンにて試作し、スポット径

が５００ナノメートルに縮小できていることを確認すると共に、更なるスポット縮小を目指し、端面にプラズモ
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ンプローブを作製した。 

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年度および平成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本動作原理の検証

を進めると共に、局所領域および大面積構造での光学特性計算の目処を得た。また、最適構造の一つで

ある金属ナノドット構造にて、位相変化量、透過率変化でのシミュレーションと実験との一致を確認した。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、寸法等を示した。 

平成１８年度、平成１９年度および平成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）や３０μｍ角サイズ素子での偏光制御部材の基本動作原理の

検証を進め、金属ナノ構造による位相差付与機能（位相差５０度以上）を確認した。また、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した。さらに、実用レベルの大きさ（数ｍ

ｍ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成するための準備を行った。 

平成１８年度、平成１９年度および平成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 
実績額推移         ：    18 年度 19 年度  20 年度  合計 

  需給勘定（百万円）      925      590    561   2,076 

 特許出願件数（件） ：     2        16    11     29 

 論文発表件数（報） ：        1         4     2     7 

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

 

５．事業内容 

（１）平成２１年度（委託）事業内容  
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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。 

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２１年度は、平成２０年度までに開発した数値解析手法の「②(１)ナノ構造を用いた偏光制御部材設

計技術開発」への導入を図ることとし、本開発は完了とする。 

 
（２）ナノ構造部材作製技術  

平成２１年度は、最終仕様に適するような、数十ｎｍレベルの偏光板等、オプティカル新機能部材の材料

と加工精度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、３次元ナノ構造素子

形成基礎技術を検討すると共に、微小領域光学特性評価方式を用いた評価結果と、シミュレーションによ

り得られる光学特性予想結果とを比較検討し、ナノ構造金属部材作製技術を絞込んで最終仕様に適する

構造の最適作製プロセスの技術内容を明らかにする。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技術による半導体量子ドットの形状制御技術、材料制御技術をさらに向上させ、室温

動作に向けた材料・構造の最適化構成に対する作製技術内容を明らかにする。 

平成２１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２１年度は、想定する偏光板の試作仕様に合わせた１００ｎｍ程度の空間分解能を持つ二次元プラ

ズモン評価技術を開発する。また、提案したプローブ基本構造をベースとして、光ナノプローブ及びプロー

ブを搭載しかつ伝搬光を入力するカンチレバー導光部を含めた、光ナノプローブシステムの基本構成を明

らかにする。 

平成２１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２１年度は、光論理ゲート素子の動作温度向上・最適構造を明らかにするため、最適材料・構造に

関する基本特性確認、ナノ加工による特性確認を継続し、光論理ゲートの構造を明らかにする。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、平成２０年度までの材料開発結果を元に、

近接場光導波機能の実現に向けての問題点を抽出し解決の方策を得る。さらに、光論理ゲートに光を入

出力するために、前年度試作したプラズモンプローブを端部に持つスポットサイズ変換導波路のスポット評

価を行い、伝播光近接場光変換を確認する。 

平成２１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２１年度は、平成１８～２０年度に検討した解析的手法による偏光制御部材の基本動作原理の検証

を進めると共に、「基盤技術研究開発①（１）ナノ構造部材数値解析シミュレーション技術」で開発された数

値解析シミュレーション技術を導入し、遺伝的アルゴリズムや統計的手法等による偏光制御部材の最適設

計の開発に取り組む。また、ＦＤＴＤやＲＣＷＡ等のシミュレーション手法により、最終目標（透過率７５％以

上）を達成しうる偏光制御部材の材料、構成・構造、寸法等の基本構成を明らかにする。 

本技術は、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２１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。 
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（２）ナノ構造を用いた偏光制御部材作製技術  
平成２１年度は、平成１８～２０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行うとともに、最終目

標達成（透過率７５％以上）に向けて偏光制御部材の試作・改良を行う。また、実用デバイス作製の要素

技術として、実用デバイスに適用可能な積層構造素子作製のための要素技術の確立を目指す。このた

め、ナノ構造形成後の平坦化技術を開発するとともに、平坦化後の積層構造の試作を行う。 

平成２１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２１年度事業規模 

需給勘定  約３６０百万円（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）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。平成２０年度に中間評価を実施した。平成２３年度に事後評価を実施する。  
 
（２）複数年度契約の実施  
   平成１８～２１年度の複数年度契約を行う。  
 

（３）年間スケジュール       

平成２１年 ３月 ５日 部長会 

 

 

７. 実施方針の改訂履歴 

   平成２１年 ３月    制定 



（別紙） 
「低損失オプティカル新機能部材技術開発」実施体制 

 

大津元一 教授 
工学系研究科 

・東京大学大学院 

プロジェクトリーダー (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構
指示・協議 

委託 

 
  
  

  東京工業高等専門学校 

    研究項目：テーマ①（４） 

（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） 
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