
フロンガスを“燃焼と冷却”で一気に破壊

・HFC－23破壊技術の開発（1998～2001年度）

旭硝子にて稼働中の装置

月島環境エンジニアリング株式会社 

エアコンや冷凍・冷蔵庫の冷媒に
使われてきた「フロン」に使用制限
がかけられました。宇宙から地球に
やってくる有害な紫外線を吸収して
くれるオゾン層に“穴”が見つかり、
その原因がフロンの放出であると
考えられてきたからです。
その後、フロン代替物質にも新た

な問題が生じました。代替物質やそ
の副生成物質の温室効果が高いこ
とが指摘されるようになりました。
中でも温室効果のとりわけ高い
HFC-23という物質を破壊・処理す
るための方法が求められてきまし
た。この課題に答えてきたのが、月
島環境エンジニアリング製の「フロ
ン破壊装置」です。ボルテックス
バーナーで1,200℃以上という高温
に熱してから、一気に冷水へ注ぎ込
んで80℃という低温まで下げるこ
とで、壊れにくいHFC-23を確実に
破壊します。この装置は日本のみな
らず、韓国、東南アジアなど世界的
に普及しており、全世界における

CDM（クリーン開発メカニズム）事
業として国連に認可されたHFC-23
破壊量のうち、31.2％に寄与という
大きな成果を挙げています。

冷却缶で一気に水中へ溶かしこむことで不純物
の生成を抑制する。

ボルテックスバーナーで1,200℃以上に加熱。

冷却缶の覗き窓に見える気泡

実際の冷却缶
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高画質を手軽に楽しめるブルーレイディスクの開発

回転ステージ型電子線描画装置の概念図

・ナノメータ制御光ディスクシステムの研究開発
 （1998～2002年度）

ブルーレイディスク

ソニー株式会社

映像の保存には、ますます大容
量のデータを扱える記録メディアが
求められるようになっています。そ
こで次世代の大容量光ディスクとし
て開発されたのが、Blu-ray Disc
(登録商標；以下、BD)です。ソニー
は、世界に先駆け、2003年4月に
BDシステムを発売、高画質記録メ
ディア時代の幕を上げました。その
背景には、NEDOプロジェクトがあ
ります。関係各社とともにプロジェ
クトに参加、そこで得た知識や技術
などを基に製品化したものです。
BDにおける標準規格として最も重
要な「3つの基本パラメーター」、す
なわち、ブルーレーザーの波長、レ
ンズの開口数（NA）、カバー層（記
録する層の深さ）の規格を定め、
NEDOプロジェクト参加各者共通
の『軸』として、課題解決を進めま
した。また、ナノメートルレベルで
ピットパターンを描画するための回
転ステージ型電子ビーム描画装置
や、ピットパターンが描画できてい

るかどうかを評価する装置として、
超精密ピット計測技術を搭載した
「レジストパターン計測用AFM装
置」も開発しました。
プロジェクトの成果は、BDの実
用化に不可欠な主要技術として、光
ディスクの高機能化に大きく貢献し
ました。2008年には、ソニーをはじ

めプロジェクト参加企業によるBD
ドライブの世界市場のシェアは
90％に及びました。BDドライブの
販売台数は、世界規模で2011年に
は5,000万台となり、2012年には
6,000万台の販売台数が見込まれ
ています。

CD、DVD、BDのディスク断面と光学系の違い
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ホームＩＴシステムで、外出先からも「家のこと」を思いのままに！

エアコン用Bluetooth接続アダプタ。
Bluetoothはパソコンなどで利用される短距離
無線通信技術。

・デジタル情報機器総合運用基盤プロジェクト（情報家
電分野）（2003～2005年度）

東芝ホームアプライアンスのITホームゲートウェイ

東芝ホームアプライアンス株式会社

家電量販店に並ぶ数々のエコ電
化製品。各種家電メーカーは、エネ
ルギー節約のために家電製品単体
の省エネを追及し、個々の製品のエ
ネルギー効率を向上するために
日々競っています。しかし地球温暖
化問題解決のために、さらなる省エ
ネを実現するには、これら家電製品
どうしを連携させる方法がありま
す。例えば、エアコンに付いている
センサーが、人が部屋にいることを
感知すると、無人の他の部屋の照
明が自動的に消えるといったよう
に、エアコンと照明で連携をとるこ
とで、電気の無駄遣いを防ぎます。
また、外出先から、携帯電話やイン
ターネットを通して、「防犯のため
部屋の照明を付ける」、「鍵掛け確
認や鍵掛けをする」といった遠隔操
作を実現するリモートアクセス技術
も、私たちの生活を安全かつ快適
にチェックし、コントロールするた
めに必要です。
本プロジェクトで開発されたリ

モートアクセス技術は、インター
ネット上の安全性の観点から、リア
ルタイムでサーバとの通信を行わな
い方式を採用していました。しか
し、利便性の観点からタイムラグを
生じさせないようにする事が必要に
なるため、利用者を識別するサーバ
を経由するシステムを採用すること
で、この問題の解決に至りました。
本来であれば、各社で開発の方

向性や戦略は違うため、このような
システムを作り上げることは大変な
ことですが、このプロジェクトに集
結した各社が自社の利害を超えて
利用者本位で歩み寄った結果、ホー
ムＩＴシステムの実用化につながる
ことになりました。2011年4月現
在、集合住宅用を中心に約4,000
ユーザーに利用されており、今後も
普及が期待されます。
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ギガフォトンの最新型レーザ光源発生装置

中央の円形部分から微細加工用のレーザが発振
される

・F₂レーザリソ技術の開発プロジェクト
 （1999～2001年度）
・高スループット露光装置用高出力レーザ実用化研究開
発プロジェクト（2002～2003年度）

回路を作り込むシリコン・ウエハ

ギガフォトン株式会社

私たちの生活をより便利にサ
ポートしてくれる家電やIT機器に
は、常に高性能化が求められてお
り、その実現には半導体集積回路
の微細化が重要です。微細化によ
り、回路の信号伝達の高速化や省
エネ化、低価格化を図れます。微細
化の実現には、リソグラフィ技術が
欠かせませんが、その要となるのが
レーザ光源です。半導体産業では
約18カ月で集積密度が2倍になる
という「ムーアの法則」があり、微細
加工も法則に従って進歩してきまし
た。
1990年代後半、光源開発の最先

端は波長193nmのArFレーザに
移っていましたが、半導体産業で遅
れをとった米国では、波長157nm
のF₂レーザの開発を進め、対抗す
る形で日本でも1998年からF₂レー
ザ開発をスタートしました。
ところがその矢先の2001年、ニ

コンがF₂レーザを超える「ArF液浸
技術」を独自に開発しました。新技

術では、光の屈折率を利用すること
で、134nm相当のリソグラフィ性
能が出せるようにしたのです。
これを知ったギガフォトンは、液
浸用ArFレーザ開発に資源を集中
しました。技術的により困難なF₂
レーザ開発で得た、波長幅を狭くし
つつ高出力が得られるインジェク
ションロック方式の採用により、
ArFレーザにおいて、実測0.25pm
という狭い波長幅を達成し、90～
32nmまで微細加工できる技術を
開発しました。“溝”幅が、原子数百
個分という超極細加工技術です。
ギガフォトンのArFエキシマレー
ザ光源の世界シェアは、2003年以
前は10％程度でしたが、その後、着
実にシェアを伸ばし、2008年に
50%に到達、2013年以降60%以
上のシェア獲得を見込んでいま
す。

より微細な半導体デバイスを作るために、表面加工に欠かせない
レーザ光源を開発
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HDDの高密度化・高信頼化を実現する、垂直磁気記録方式を製品化

面内磁気記録方式（左）と垂直磁気記録方式（右）の違い。垂直磁気記録方式では、記録層における磁化の
向きが上・下を向いており高い密度で配列されている。磁気ヘッドからの磁界は記録層に対して垂直に向
いており、その磁界を磁気ヘッドに戻すために、軟磁性下地層（SUL）が配置されている。

・超先端電子技術開発促進事業（1995～2000年度）

垂直磁気記録方式の2.5型HDD

株式会社日立製作所ほか

今ではＨＤＤ（ハードディスクド
ライブ）の記録方式は「垂直磁気記
録」の時代に100％変わっています
が、この技術の実用化には1995年
からのＮＥＤＯプロジェクト「超先
端電子技術開発促進事業」が大き
く寄与しています。1990年代初頭、
日本のHDD製造技術は米国に大き
く遅れを取っていました。HDDの
性能を左右する磁気ヘッドについて
いえば、最先端の技術を有する米
国IBMに対して実に3年もの遅れが
あったのです。さらに、米国をはじ
め海外諸国では国家規模での研究
開発が進められ、その差は開く一方
でした。そこで、こうした状況を打破
し、日本が国際競争力を取り戻すこ
とを目指して国家プロジェクトが立
ち上がりました。
切り札となったのは日本発の垂
直磁気記録方式という技術でし
た。記録媒体に磁性体を水平方向
に並べる面内磁気記録方式に比
べ、垂直磁気記録方式は磁性体を

文字通り垂直方向に立てて配置す
ることにより、小さな面積により多
くの情報を記録することができます
（理論的には少なくとも1平方イン
チ当たり100テラビット(テラは1
兆、以下Tb）。しかし、内部構造が
複雑になるため量産化が難しく、発
表から20年以上経った当時でも実
用化されていませんでした。そこ
で、東北大学の中村教授をプロ
ジェクトリーダーとして、大学や研

究機関が長期にわたって行ってきた
基礎研究の知見と、企業が持って
いる実用化のためのノウハウを出会
わせ、オールジャパンの体制を構築
して研究開発を実施しました。企業
間での情報共有も行い、非常に難
しい技術課題に向けて一体となって
取り組むことで実用化へこぎつけま
した。2007年当時は世界シェア
32％と米国勢への反撃を果たすこ
とができました。

磁気ヘッドとアーム
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評価技術の獲得により不揮発性メモリの信頼性を飛躍的に向上

広がる利用用途　ＯＡ機器、デジタル家電、金融端末、その他多くの分野で利用されている

東工大大学院石原研究室
で評価研究用に試作され
た、強誘電体であるチタン
酸ジルコン酸鉛膜を堆積
したSi基板

・次世代強誘電体メモリ（FeRAM）の研究開発
 （1999～2003年度） 
・課題設定型産業技術開発費助成／FeRAM（強誘電
体不揮発性メモリ）製造技術の開発
 （2002～2003度）

ICカード向けFeRAM

富士通株式会社／富士通セミコンダクター株式会社

情報量の飛躍的増大に伴いメモ
リには大容量化、機器の省エネ化
など様々な性能・機能が要求され
るようになってきています。「不揮
発性メモリ」は電源を供給しなく
ても記憶を保持できるなどの特徴
からその重要性はますます高まっ
ています。富士通／富士通セミコ
ンダクターは書き換え回数が従来
の不揮発性メモリの10万倍以上
の強誘電体メモリ（Fe R AM：
F e r r o e l e c t r i c R a n d o m 
AccessMemory）を1999年以来、
量産・供給してきました。この実績
はNEDOプロジェクト「次世代強誘
電体メモリ（FeRAM）の研究開
発」などを通じて、常に最新の技術
を導入してきた地道な努力の成果
でもあるのです。
先鋭的な目標を掲げたNEDOプ
ロジェクト開始とほぼ同時に従来
型のFeRAMを量産していた富士
通/富士通セミコンダクターは、プ
ロジェクトによって得られた基礎的

な知見を従来製品へも応用。回路
シミュレーションや材料特性に関す
るメカニズムを取り入れ、飛躍的に
信頼性・安定性を高めることがで
きました。その結果、足の速い半導
体業界において先行していた米国
企業を追い抜くことができました。
事実、世界のFeRAM市場におい
て、ほとんどのFeRAMチップが国

内企業によって製造されており、
NEDOプロジェクトの成果が実っ
ているといえます。これらの
FeRAMはプロジェクトを通じて得
られた高い信頼性・安定性および
低消費電力などを武器に非接触IC
カード/タグ応用ほか各種用途で活
躍しています。
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大見教授らが開発したガスを均一化するチャン
バーの構造模式図「RLSA」は「ラジアルラインス
ロットアンテナ」の略、この装置の要となる技術

刻み込まれたスロットが特徴的な、ラジアルライ
ンスロットアンテナ

世界が認める画期的・高品質な半導体製造装置

・高効率半導体製造プロセス基盤技術の開発
 （1998～1999年度） 
・マイクロ波励起高密度プラズマ技術を用いた省エネ型
半導体製造装置の技術開発（2002～2005年度）

東京エレクトロンが開発・販売する、「マイクロ波励起高密度プラズマ技術を用い
た半導体製造（エッチング）装置」

東京エレクトロン株式会社／東北大学

パソコンや携帯電話などの情報
通信機器はもちろん、家電製品か
ら自動車に至るまで、ほとんどのも
のに搭載されている「半導体」。今
ではシステムLSIなど「集積回路」の
ことを指すのが一般的です。集積回
路はムーアの法則やそれを超えるレ
ベルでの回路の微細化が進むと言
われていますが、従来の半導体製
造装置の限界も近づいています。そ
うした中、NEDOプロジェクトの
下、東北大学の大見忠弘教授と東
京エレクトロンでは、次世代を担
う、画期的な半導体製造装置の開
発に成功しました。
集積回路はシリコンウエハと呼
ばれる円盤状の薄い単結晶シリコ
ンの上に、原料となるガスを、薄い
膜として堆積させ、それにエッチン
グなどの微細加工を施すことに
よって作られます。しかし従来型の
製造装置では1,000℃～1,200℃と
いう高温環境下で加工するため、シ
リコンウエハ表面に損傷が避けら

れません。
東北大学と東京エレクトロンは、

本来は衛星放送用に開発されたＲＬ
ＳＡアンテナを用いてプラズマを発
生させることで、よりマイルドな条
件で加工可能な装置を開発しまし
た。この装置では、原料ガスがチャ
ンバー内で均一に分布し、200℃～
400℃といった、低温環境下でも反
応を促進させることができます。そ
のため、シリコンウエハへの損傷が
極めて少なくなります。これは半導
体がより微細化されていく上で必要
不可欠の技術です。また、内部で副
生成物（すす）も少なくなり、クリー
ニング時間も短縮、生産性が劇的
に向上しました。これらの装置は世
界の大手半導体メーカーで次々と採
用されはじめています。
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・超先端電子技術開発推進事業（1995～2001年）

株式会社ニューフレアテクノロジー

スマートフォンやタブレットPCな
どデジタル情報通信機器の普及に
より、わたしたちの生活環境は大き
く変化しようとしています。そして、
このような高機能かつ、小型・軽量
な情報通信機器を支えているの
が、かつてないほど高密度化、微細
化が進んだ半導体集積回路（LSI）
です。最新・最先端LSIの回路では
約20nm（1ナノメートル＝10億分の
1m）前後まの超微細な配線幅と
なっています。
そうした超微細な回路の大量生
産を可能にするのが、半導体集積
回路の「ネガフィルム」にあたる
「フォトマスク」です。1990年代半
ばまでは、フォトマスクの製造装置
は米国メーカーが主流でしたが、
NEDOでは将来のLSI高密度化、微
細化に備えて、1995～2001年に、
「超先端電子技術開発促進事業」
プロジェクトを実施、より微細な回
路を描画できる「電子ビームマスク
描画装置」の研究開発を進めまし

た。
プロジェクトに参加した株式会社
ニューフレアテクノロジー（当時、株
式会社東芝、東芝機械株式会社）
では、1998年に180nm設計寸法
LSI対応の電子ビームマスク描画装
置開発に成功したのを皮切りに、最
新機種では22nmという超微細寸
法のLSIにまで対応することが可能
になり、現在では90％以上の世界
シェアを獲得するに至っています。

世界で圧倒的なシェアを誇る電子ビームマスク描画装置

EBM本体の外観

フォトマスク作成の原理

フォトマスクの例（写真は装置の位置調整用のマ
スク）
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保護膜、蛍光体、放電ガスなど
ガラスチューブ内に
発光構造を形成する

PTAディスプレイの基本的な構造

PTAディスプレイの基本構造。チューブは発光効
率を考えて、あえて正円形でない形状になってい
る

「ENEX 2012」でNEDO
成果として展示された円
筒形の PTAディスプレイ

100インチ超！ 画面の中に入り込めそうな省エネ大型ディスプレイ

・エネルギー使用合理化技術戦略的開発／エネルギー
使用合理化技術実用化開発／省エネルギー超薄型大
画面フィルム型自発光表示装置の研究開発（2007～
2009年度）
・省エネルギー革新技術開発事業／先導研究／省エネ
ルギー・フイルム型超大画面プラズマチューブアレイの
超高精細化技術の研究開発（2010～2011年）

没入感のある超大型ディスプレイ

篠田プラズマ株式会社

映像ディスプレイ装置は厚みのあ
るブラウン管方式から、薄型のプラ
ズマ方式や液晶方式へと変遷し、
画面サイズも大型化の一途を辿っ
てきました。しかし、100インチを
超えるような巨大画面の製造や
ディスプレイを曲面にするのは難し
いことでした。例えば、液晶ディス
プレイでは、画面の巨大化に合わせ
て製造装置も大型化する必要があ
るほか、曲面状態のディスプレイを
製造することは製造原理上、困難
です。さらに、巨大化に伴う重量や
消費エネルギーの増大も課題で
す。兵庫県神戸市のベンチャー企
業・篠田プラズマ株式会社では、
NEDOの支援を得てこうした難点
を克服し、超大型画面でも軽量で
消費エネルギーも少ない「プラズマ
チューブアレイ(PTA)」方式の映像
ディスプレイ装置の開発に成功しま
した。チューブ状の発光素子をつく
り、それを並べたガラス管に電極
フィルムを貼り合わせて、超大型画

面にするというものです。これによ
り、1㎡当たり200W（従来のプラ
ズマディスプレイならば500w）ま
で消費電力を抑えることができる
ようになり、エネルギー効率の高い
超大型ディスプレイを実用化するこ
とができました。

観る人を包み込むような巨大な
曲面ディスプレイは、すでに空港ロ
ビーや美術館など全国８か所に設
置されているほか、見本市等の展
示会場でも活用されつつありま
す。
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