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はじめに
研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元等
を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、経
済産業省では、
「国の研究開発評価に関する大綱的指針」
（平成１７年３月２９日、内閣総理大臣決
定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」
（平成１７年４月１日改定）を
定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。
「超先端電子技術開発促進事業」は、高度情報化社会の実現の鍵を握る電子情報分野の基礎技術
であるとともに広範な産業分野へ大きな波及効果を与える共通技術基盤を構築するため、次々世代
レベルの超先端的な技術の確立を図ることを目的として、平成７年度から平成１３年度まで実施さ
れた。
今回の評価は、
「超先端電子技術開発促進事業」の追跡評価であり、当該研究開発プロジェクトが
産業や社会に与えたインパクトについて明らかにするとともに、今後実施される研究開発プロジェ
クトの戦略性を持った企画、運営方法、フォローアップ体制等の改善に資することを目的として行
った。
評価は、評価小委員会の下に当該分野の専門家や有識者から成る「超先端電子技術開発促進事業
追跡評価ＷＧ」
（座長：菊池 純一 青山学院大学教授。以下、追跡評価ＷＧという。
）を設置し、追
跡評価ＷＧで取りまとめた評価報告書案を評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）
で審議する体制で行った。
追跡評価ＷＧでは、超先端電子技術開発促進事業の参加者や当該技術分野の動向に詳しい専門家
へのインタビュー調査、更に文献調査等で得られた最新の情報も参考にして審議を行い評価報告書
案を作成した。
本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。
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評価結果の概要
Ｉ．波及効果に関する評価
Ｉ−１．技術波及効果
（１）実用化への進展度合
超先端電子技術開発促進事業（以下、
「本プロジェクト」という。
）では、半導体分野、
磁気記録分野、液晶分野と対象分野が広く、一概に実用化の進展度合いを比較することは
できないが、多くの技術波及効果があったことが認められる。
半導体分野では、本プロジェクトの成果により開発された電子ビーム描画装置により、
世界市場における日本企業のシェアは２０００年の４９％から２００６年の９１％に大幅
に拡大した。現時点では、半導体製造における重要工程の一つであるマスク製造工程を日
本企業が押さえている形であるが、欧米による追随も予想され、国あるいは産業として、
怠ることなく継続的に研究しておくことが重要であろう。
等倍Ⅹ線露光技術は、実用化に至らなかったものの、リソグラフィ分野に多くの技術的
知見と人材を生み出し、その技術的発展の限界が明確に検証された結果、縮小Ⅹ線露光技
術への転換がなされている。平成１０年度から新たに研究開発が開始された縮小Ｘ線露光
技術（ＥＵＶ露光技術）は、その後のＡＳＥＴの自主研究（海外を含む１４社参加）にお
いて、露光技術および装置基盤技術の研究開発が継続されるとともに、ＡＳＥＴ・産総研
によるＭＩＲＡＩプロジェクトでマスクブランクスの欠陥検査技術が開発された。また、
本プロジェクトの成果を活用し、２００２年に発足した極端紫外線露光システム技術開発
機構（ＥＵＶＡ）において、ＥＵＶ光源の開発とＥＵＶ露光システムの開発が進められて
いる。さらに、半導体企業による開発コンソーシアムである株式会社半導体先端テクノロ
ジーズ（Ｓｅｌｅｔｅ）において、ＥＵＶ露光システムの量産基盤技術の開発が行われ、
ＭＩＲＡＩプロジェクトにおいて、ＥＵＶマスク基盤技術開発が行われている。
超微細感光技術では、ＡｒＦエキシマレーザーを光源としたレジストプロセス技術の開
発とフォトレジスト材料（感光材）の有効性を実証した。ＡｒＦ用レジスト材としての適
性評価により、国内原材料メーカーが開発したアダマンタン等の新材料が実用化された。
これにより、我が国のレジストメーカーの優位性が益々高まっている。
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術の開発は半導体製造装置の性能向上に貢献し、
超先端クリーニング基礎技術の開発は、微細化が進む半導体製造技術の進展への貢献があ
ったと評価される。
磁気記録分野では、本プロジェクトの終了時点の２０００年には、当初目標の４０
Gbit/in2 を超える５２．５Gbit/ in2 の面記録密度で垂直磁気記録方式のＨＤＤが実現する
可能性を実証し、２００５年には垂直磁気記録方式で１３０ Gbit/ in2 を超える面記録密
度で上市されている*1101。その結果、現在では２．５インチ以下のハードディスク装置は
日本企業の独壇場といえる状況にある。日本で先進的に開発された垂直磁気記録方式によ
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るＨＤＤであるが、米国の巨大企業をはじめとして、世界中で垂直磁気記録方式への切り
替えが急速に進んでいる。
液晶分野は、省エネ性からその必要性はきわめて高いものがあるが、目標かつ必要技術
レベルは高く実応用的な観点から十分な波及効果を生むには至っていない。現在も殆どの
ディスプレイ企業、各研究機関で継続研究が続けられておりその技術の完成が待望されて
いるのが現実である。
今後は、産学官が、様々な利益相反問題を解決しながら、広範かつ迅速に英知を結集し
ていく必要性が格段かつ急速に高まると思われる。
（２）プロジェクト成果からの技術的な広がり具合
本プロジェクトにおいては、極めて広範囲な基盤技術をテーマとして取り上げた結果、
広い分野に広がりを見せている。最先端のプロセス・装置開発を通じて半導体産業の開発
環境を整備され、生まれた高精度計測・評価技術の他産業への波及、科学的解明成果によ
る大学研究への刺激効果も評価される。
本プロジェクトにおいて出願された特許は多数あり、磁気記録装置の特許のサイテーシ
ョン分析を見る限りにおいて、技術的派生の多様な可能性を創成し、間接的インパクトが
大きかったと評価するが、電子ビーム分野における特許発明の登録率は、他の分野に比較
して２割程度と低く、かつ、サイテーションも少ないことから判断すると、派生技術との
関連性が不鮮明である。
半導体分野では、電子ビームリソグラフィー技術が、装置メーカーやマスク製造、素材
開発やデバイス設計･製造にいたる企業での製品の実用化や性能向上に向けた研究に活用
されている。また、当該技術の要素技術である光学や精密計測、露光分野の技術を研究す
る主体が企業を中心に増加した。Ｘ線等倍プロジェクトで開発された技術がフォトマスク
描画機の開発に、Ｘ線マスク技術がＥＵＶマスク技術に活かされている。また、Ｘ線縮小
プロジェクトの研究開発テーマは、ほぼそのまま現在のＥＵＶＬ技術開発に引き継がれ、
極短紫外光の光学系設計、ＥＵＶ光源開発、多層膜ＥＵＶマスク・反射ミラー開発、その
ための超精密加工技術、分子レジスト開発、
など多くの技術開発テーマにつながっている。
超先端プラズマ反応計測・分析･制御技術開発では、プラズマ反応に関する制御プロセス
シミュレーションプログラムの開発につながり、プログラムと実験結果及びシミュレーシ
ョン結果をデータベースとして提供・公開された。この成果は、多くの企業に活用され、
これまで試行錯誤的に進められたプラズマ反応の制御を合理的に行うことに役立っている。
超先端クリーニング基礎技術は、二流体ジェット霧状噴射機構の原理を活用した半導体
製造以外の精密工学分野での除去クリーニング技術、超音波クリーニング装置への波及効
果があった。
磁気記録分野では、本プロジェクト開始時点で、米国ＩＢＭには磁気ヘッドの性能で３
年間の技術レベルの遅れがあったともいわれていたが、プロジェクト期間中に追いつき、
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追い越した。５２．５Gbit/ in2 達成は世界初である。面内磁気記録方式から垂直磁気記録
方式に替わったことにより、ＨＤＤの小型大容量化が一段と推進されたが、大容量高速化
が求められる映像記録などの応用を広め、サーバーの小型大容量化と省エネ化を進展させ、
今日の情報爆発時代を支えている。開発の過程で生みだされた多くの派生技術は、製品と
してのハードディスク装置以外に、記録媒体としての磁気ディスク製造産業及びその他部
品としての精密モータやレーザー等の周辺装置産業の技術レベル向上にも貢献している。
液晶分野では、ディスプレイ、半導体の生産・実装技術の分野にわたる派生技術を生み
出した。これらの派生技術は、国内のみならず、欧米や台湾、韓国のディスプレイメーカ
でも採用する企業があり、派生技術を利用した研究主体が増えた、関連レポートや講演で
も、本プロジェクトの成果が引用されている例が多いなど、海外企業の技術開発へ影響を
与えた。
（３）国際競争力への影響
全ての分野において、国際競争力の顕著な増進が実現したと評価できる。その結果、技
術ポテンシャルに関して主導的なポジショニングが可能となり、国際標準化における技術
的発言力が高まった。本プロジェクトの実施は、タイミングも含めて適正であったといえ
る。
半導体分野では、電子ビームリソグラフィーのプロジェクト成果は我が国の電子ビーム
描画技術レベルの向上に寄与するとともに、特に装置技術のレベル向上への貢献が目覚ま
しかった。超先端電子技術開発促進機構（以下 ＡＳＥＴと記す）における技術開発とそ
の後の産業界の努力と相まって我が国の電子ビーム装置の国際競争力は大いに高まり、世
界市場を席巻するに至った。その結果、現在は、半導体量産用電子ビームマスク描画装置
市場は我が国の２社により独占されている状態にあり、我が国の電子ビーム装置が国際標
準となっている。
縮小Ｘ線露光技術は、２０１２年の実用化を目指し継続研究が行われており、国内の露
光装置の技術基盤向上に貢献し、露光装置メーカーや半導体製造用フォトマスクメーカの
国際競争力強化に貢献している。
超微細感光技術は、フォトレジスト材の新材料開発に貢献し、半導体の集積度向上に寄
与した。ＡｒＦ用フォトレジスト材料市場の国内企業による世界シェアは２００４年時点
で９０％と、ほぼ独占するに至り、国際競争力強化にも貢献した。
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術開発では、半導体製造プロセスにおける基礎
的な知識や技術基盤のレベルが向上した。超先端クリーニング基礎技術開発では、クリー
ニング装置およびクリーニング装置開発における基礎的な知識や技術基盤のレベルが向上
した。
磁気記録分野では、ハードディスク装置における技術レベルが飛躍的に向上した。世界
シェアの向上がこれを証明している。ハードディスクの世界シェアは、１９９６年当時で
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８％。２００６年に３３％（市場規模３兆３,４００億円）へ増加した。
本プロジェクト参加企業によるＩＢＭのハードディスク部門の買収事例が示すように、
外国企業との主導的な技術提携も行われており、本プロジェクトの成果を通じて業界の再
編も促進され、我が国がイニシアチブを獲得している。
液晶分野では、本プロジェクトにより、液晶ディスプレイの表示機能や省エネルギーの
レベルが向上した。その結果、国際競争力が強化された。欧米や台湾メーカーへ、これら
の技術を供与することにより、利益を生み出している。関連レポートや講演で、本プロジ
ェクトの成果が引用されている例が多いなど、海外企業の技術開発へ影響を与えた。
プロジェクト終了時点での開発成果が世界的に見た時に世界トップレベルなのか、世界
トップに追いついたレベルなのかを客観的な比較の上で明確にする、また追跡評価時点で
はその後の技術競争力が世界比較の上で未だリードしているのかをチェックすることが望
ましい。
Ｉ−２．研究開発向上効果
（１）知的ストックの蓄積度合
本プロジェクト終了後も関連プロジェクトが継続されている点は以下の分野の国際競争
力の強化にとって望ましいことと思われる。
半導体分野では電子ビーム関連プロジェクトの知的ストックを基に電子ビーム描画技術
の高解像度化、高精度化、高スループット化の研究開発が継続的に行われている。描画装
置技術の知的ストックはＡＳＥＴマスクＤ２Ｉプロジェクト(２００５年度〜)に引き継が
れ、マルチビーム描画機の開発が行われている。
Ｘ線等倍プロジェクトで生まれた知的ストックは直接的にはＥＵＶＬの研究開発に、関
連分野としてはリソグラフィ技術の高度化、小型の加速器を用いたシンクロトロン放射光
応用、ＭＥＭＳ/ＮＥＭＳ加工など多くの研究テーマに波及している。
このＥＵＶＬ研究開発は世界中が連携したＥＵＶＬ研究開発に展開して行った。極めて
基礎的な研究項目を含む技術開発であるという性格から、ＥＵＶ光オプティックス・光測
定、光源分野のプラズマ物理、マスク・反射鏡分野の多層膜科学・超精密工学、感光プロ
セスの光反応化学、など多くの理学・工学分野の研究テーマをイニシエイトし、今も精力
的な研究開発が行われている。
超微細感光技術は、露光装置の技術やフォトレジスト材料評価の技術レベルの向上に寄
与しており、将来的には露光、材料系、レーザー等の要素技術開発にも寄与すると期待で
きる。
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術における研究開発については、半導体製造時
のエッチング反応の制御技術に応用され、半導体製造装置の性能向上に寄与している。
磁気記録分野では本プロジェクトの成果である垂直記録方式がＨＤＤの主流となり、面
内磁気記録に関する研究開発は既にほとんど終了し、垂直磁気記録方式、およびそれを基
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盤とする次世代磁気記録方式の研究開発に替わっている。
液晶分野では本プロジェクトの成果は、液晶表示装置の省エネ化等を進めるための基盤
技術として参加企業の研究開発に活用されている。
本プロジェクト終了後も研究者の多くが同分野で知識、経験、ノウハウを活かし活躍中
である点は評価できる。
本プロジェクトにより全ての分野で多くの特許が出願・登録されており、おおむね知的
ストックが促進されていると評価できる。磁気記録分野における特許のサイテーション分
析によれば、本プロジェクトにより出願された多数の特許が海外メーカー特許にも多く引
用されており、本プロジェクトにより開発された技術の影響度の強さが窺える。
（２）研究開発組織の改善・技術戦略への影響
半導体分野では産学官が連携して特定の技術課題を明確に選択することによって、本プ
ロジェクトが研究者・技術者の交流基盤の構築に寄与した。特に集中研においてその効果
は顕著であった。製品開発に関しては各社間の良好な競争関係は維持された。半導体フォ
トレジストの場合、極めて競争力の高い製品を戦略ツールとして、世界のデバイス・装置
メーカーや各種研究開発コンソーシアムとの交流の場が確保されていると判断される。
参加企業の技術管理組織や研究開発部門を再編成する契機に一部の企業で寄与した。
研究予算は直接描画システム、超短波電磁波パターニングシステム、超微細感光技術、
プラズマ反応計測、クリーニング基礎技術で増額の契機となった。
一方、新技術の方向性が明らかとなりかつ候補技術の絞り込みが行われたことにより、
参加企業が行う技術開発の絞り込みが可能となり研究開発予算の削減に貢献した場合もあ
った。
磁気記録分野では分散研であったが特に意識して企業間の壁を低くするように研究計画、
研究予算、学会参加報告、技術発表などをオープンな雰囲気で運営し、産学官の間の良好
な関係を築いたことは高く評価できる。
参加企業間の製品開発競争は厳しかったが良好な競争関係を維持し、家電業界等のメー
カーが経済的で効率的な製品をエンドユーザに提供することができるたことも大いに評価
できる。
研究開発費に関しては垂直記録媒体の研究テーマについて参加企業の予算増加に寄与し
た。特許戦略に関して、参加企業はもともと積極的に取り組んでいる。
液晶分野では研究会や学会への参加も活発であり社内の研究会でも成果が活用されてい
る。参加企業間(特に材料メーカーとデバイスメーカー、デバイスメーカーと装置メーカー
等)で同時に本プロジェクト参加の人脈を生かした事業連携が進んでいる点は評価できる。
又本プロジェクトがこの分野の継続研究と研究強化に繋がっている。
一方、確かに本プロジェクトは産業界の研究開発組織の改編に影響を与えたが、半導体
分野に関しては産業界が研究開発の多くの部分を国家プロジェクトに頼り過ぎたのではな
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かろうかという意見もある。
（３）人材への影響
本プロジェクトはいずれもその分野をリードする技術者を生み出した。総じて研究者と
しての人材育成には一定の成果を上げている。
半導体分野では電子ビームリソプロジェクトは多くの電子ビーム技術者を輩出し，Ｘ線
等倍プロジェクトはＥＵＶＬ開発のためのリソや装置技術者を輩出した。
電子ビーム直接描画、マスク電子ビームはその高い装置技術によりＡＳＥＴ及びメーカ
ーは国内外から高く評価されたと考えられる。
超微細感光技術ではＡｒＦ用レジスト材の開発分野で日本有数の研究者が生まれると共
に、ＡｒＦ用レジスト材の世界シェア拡大がもたらされた
集中研方式では人的交流促進のメリットは大きく、研究者間の人的交流は活発に行われ、
本プロジェクト後も引き続き人材育成に寄与している。
磁気記録分野では本プロジェクトやＳＲＣ(Ｓｔｒａｇｅ ＲｅｓｅａｒｃｈＣｏｎｓｏ
ｒｔｉｕｍ)の活動等を通じて、学生等に対しても磁気記録への興味と理解が深まり、この
分野の人材育成の面で大いに寄与した。もともとこの分野は国内外で第一人者と評価され
る研究者が従事している。論文発表、博士号取得は活発に行われた。分散研方式であり、
技術的成果も出たので本プロジェクト従事者の企業内の評価も高まった。人的交流は意識
して行われた。世界で最初に垂直磁気記録を出し、その後も世界をリードしているので国
内外からＡＳＥＴ、メーカー共に高く評価されている。
液晶分野では人的交流は活発に行われた。プロジェクトでの博士号取得者も多く、学会
で主導的な立場になった人も多い点は評価できる。
集中研方式で実施されたプロジェクトでは、研究テーマが将来を見た各社共通の基礎的
なもので製品化に直ぐに結びつかないためか、参加した研究者の帰社後の社内の評価に必
ずしも結びついていないとの意見もある。また分散研で実施されたプロジェクトでも製品
化に結びつかなかった研究に関しては同様との意見もある。
Ｉ−３．経済効果
（１）市場創出への寄与
電子ビーム描画装置、ＡｒＦフォトレジスト材料および磁気記録のプロジェクトにおい
て、市場の拡大と世界市場における日本企業のシェア拡大に貢献した。かつ本プロジェク
トによりメインストリームとして構築された基盤技術、微細加工技術を通じて、半導体産
業の成長に大きく寄与した。
電子ビーム描画装置のプロジェクトは次世代マスク描画装置市場及びシェアの拡大にお
いて、ＡｒＦフォトレジスト材料のプロジェクトは新レジスト開発において貢献した。こ
の２つのプロジェクトが無ければ、現在の半導体産業の発展は相当厳しいものになってい
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たと考えられる。
小型大容量化、
高信頼性により、消費者用ＨＤＤ
（例、
磁気記録プロジェクトにおいては、
ＨＤＤレコーダー、ホームビデオ）が拡大、磁気テープを代替しての放送・業務用へのＨ
ＤＤ応用加速、外付けＨＤＤの拡大、さらには可換型ＨＤＤの導入が見込まれている。
電子ビーム直接描画、Ｘ線等倍プロジェクトは直接的な大きな市場の創出に至っていな
いが、その技術は化合物半導体デバイス、磁気ヘッド、ＭＥＭＳ等の先端微細加工製品に
使われ、新市場創出に貢献している。Ｘ線縮小露光技術として継承され、２０１２年での
ＥＵＶＬの実用化を目指し、本プロジェクト参加企業を含め半導体企業１０社の参加する
株式会社半導体テクノロジーズ（Ｓｅｌｅｔｅ）で継続的に研究が行われている。
超先端プラズマ及び超先端クリーニングプロジェクトは、プロジェクト終了後の業界再
編、市場動向を見る限り、プロジェクトの技術成果が市場ニーズを組み込めていない。
（２）経済的インパクト
電子ビーム描画装置、半導体レジスト材料は、半導体技術の中核をなす微細加工技術を
支える装置・材料事業であり、その半導体事業への貢献さらには、電子機械工業への貢献
はきわめて大きい。特に、半導体レジストは、
（すくなくとも今回の不況までは）売上高営
業利益率１０%以上という高収益体質を実現した。また電子ビーム描画装置事業は、高シェ
アと次世代技術開発への投資体力を確立した。
磁気記録分野においては、垂直磁気記録方式が実用化され、面内磁気記録方式を代替し
たことにより、面記録密度が継続的にかつ高率で拡大し、民生用機器（例、ＨＤＤレコー
ダー）および業務用機器（例、放送用）での新規用途の拡大、記録の高密度化による高機
能化（例、ノートパソコンの処理能力拡大）を実現した経済的貢献はきわめて大きい。
（３）産業構造転換・活性化の促進
本プロジェクトは、国家プロジェクトの本来の分担分野である基盤技術、具体的には生
産財（電子ビーム描画装置）事業、材料（レジスト）事業において、高品質（高解像度、
高精度）
、高生産性の次世代技術開発で国際的な優位を、更には半導体業界における不可欠
の先端技術の担い手としての地位を確立し、活性化と雇用拡大ができた。又、半導体マス
ク事業の世界シェアアップ、電子ビーム直接描画装置による回路試作サービス事業創出の
効果もあった。
磁気記録事業では、革新的な垂直磁気記録方式の開発成功により、技術開発の主導性を
握り、世界市場における日本企業のシェアが向上、業界再編の主役になることができた。
又、記録の高密度化が、携帯型音楽機器等の新規用途を開発に繋がった。
ディスプレイ産業では、異業種からの参入によりＥ−ＢｏｏＫ等の新用途創出を実現し
た。また液晶技術の向上に寄与しており、ブラウン管方式から液晶方式への移行に貢献し
た。
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産業構造の変化に付いては、本プロジェクトの事業領域が、製品価格が長期的に低下す
るという環境であり、技術課題解決による影響力拡大はあっても、産業構造の転換を促す
までの影響力は無かったとの意見がある。しかし、素材の品質改善に大きな貢献を成した
ことは確かであるから、フラットパネルや情報通信機器に対する市場競争力が大きく改善
し、産業空洞化の進行を歯止める効果があったといえる。
Ｉ−４．国民生活・社会レベルの向上効果
（１）エネルギー問題への影響
半導体の微細化、高機能・高性能化による半導体製品の省電力化、及びこれら高度化し
た半導体製品を使った電子機器やＩＴシステムの省電力化に、本プロジェクトの成果が大
きく貢献している。
磁気記憶装置のＨＤＤは、コンピュータ用途（各種サーバ、データセンター等）のみな
らず、あらゆる生活場面に広がるコンシューマ用途向け電子機器に、際限無い小型大容量
化ニーズに応える形で急速に普及しており、その記録密度向上による省エネルギー、省ス
ペースへの貢献度は計り知れない。
半導体、磁気記録、液晶の３分野ともにエネルギー問題全体での総合的な寄与度の定量
評価は難しいが、人口増とともに進む世界の電子化、ＩＴ化の大きな流れの中で、一つ一
つの製品、システムの省エネルギー化の積分効果としての意義は極めて大きい。
（２）環境問題への影響
半導体プロセスにおいて、プラズマ反応の解明により、温室効果の高いＰＦＣに替わる
代替ガスＣ４Ｆ６の開発に成功した。現在、この代替ガスが主流となり、環境負荷削減に寄
与している。
超先端クリーニング技術の成果を活用したクリーニング装置は、水と高圧空気を利用す
るだけなので、従来の洗浄薬液を使う方法に比べ、環境負荷を軽減している。
垂直磁気記録方式ＨＤＤの小型大容量化は、各種サーバーや問題化しつつあるデータセ
ンターの省エネ化に寄与し、省エネ化を通じて環境負荷低減にも貢献している。
（３）情報化社会の推進
情報ネットワークの高度化・ユビキタス化、情報活用の高度化、情報の蓄積コストの改
善等高度情報化社会を実現していくには、半導体、記録媒体、表示装置等の分野での技術
の進展が不可欠である。本プロジェクトは、半導体微細化・高性能化、ＨＤＤの小型大容
量化、さらには携帯電話等に象徴される液晶表示の高精細化・省エネ化のための基盤技術
に寄与しており、高度情報化社会を推進する根幹技術の向上に大きく貢献している。
（４）安全、安心、生活の質
本プロジェクトで開発された、電子ビーム描画装置、ＡｒＦフォトレジスト材料が、現
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在の半導体の進展に大きく貢献しているという点から、情報システムや携帯情報機器、デ
ィジタル家電等を介し、国民生活の質の向上、利便性、安全性向上に寄与しているといえ
る。
磁気記録での本プロジェクトの成果が、ＨＤＤビデオ、携帯音楽プレーヤを生み出した
ことは、ＡＶ文化の進歩に大きく貢献し、国民生活の質の向上、利便性の向上に大きく貢
献している。
Ｉ−５．政策へのフィードバック効果
（１）その後の事業等への影響
本プロジェクト終了後、半導体関連を中心に後継プロジェクトが実施されており、本プ
ロジェクトの成果や改善提案、反省点等は、次の国家プロジェクトに引き継がれ、活用さ
れている。
半導体分野では、ＭＩＲＡＩプロジェクト（２００１年スタート）
、ＨＡＬＣＡプロジェ
クト（２００１年スタート）
、Ｄ２Ｉ研究プロジェクト（２００５年スタート）などが実施
されている。
磁気記録分野では、基礎的な研究開発は終了し、企業において製品化が行われている。
将来の数Ｔbit/in2 クラスのためのＴＭＲヘッド開発は、主要な企業開発テーマとなった。
また、スピントロニクスなどの新たな学問分野を生みだす一方、さらに高密度大容量化を
可能にする次世代の開発テーマを生み出している。
また、本プロジェクト実施期間中に、産業活力再生特別措置法第３０条（日本版バイド
ール法）が成立し、知的財産権の帰属問題が解決したことが、企業が国家プロジェクトジ
ェクトに参加する誘因を高めた。
（２）産業戦略等への影響
本プロジェクトにより、ユビキタス社会やＩＴ化の進展を支える、半導体製造装置の重
要性が理解され、日本の産業競争力の基盤となっている。
また、リソグラフィ技術開発で得られた「微細加工技術」は、ナノテク研究やナノバイ
オ研究用のツールとして利用されている。
半導体分野では、ＭＩＲＡＩ、ＨＡＬＣＡ、マスクＤ２Ｉなどのプロジェクトに引き継
がれ、半導体製造装置、半導体材料において日本が技術、シェアを含めリーダーシップを
取っている。
液晶分野では、直接的な波及は乏しいが、ディスプレイ技術の重要性が認識され、その
後の様々な薄型ディスプレイのプロジェクトの立ち上げにつながった。
Ⅱ．現在の視点からのプロジェクト評価
Ⅱ−１．国家プロジェクトとしての妥当性
１９７６から１９７９年度までの４年間、政府資金３００億円、民間資金４００億円を
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投入して「超ＬＳＩ技術開発プロジェクト」が実施された。この事業は、大きな成功を収
め、その後の我が国半導体技術の基礎を築いたといわれている。以後、我が国は１９８０
年代から９０年代初めまでの間、
半導体及び半導体製造装置の世界市場の５０％を確保し、
液晶ディスプレイでは９０％のシェアを確保するなど、技術的にも産業的にも世界をリー
ドしていた。しかし、９０年代半ばに入って、ＤＲＡＭ依存を強めていた半導体業界は、
ＤＲＡＭの供給量の大幅増により半導体市況が大幅に悪化し、収益が圧迫されるようにな
り、次第にその勢いを失っていった。
日本の企業の持つ技術優位性をキープすることが極めて厳しい状況にあったことを考え
ると、本プロジェクトの実施はきわめてタイムリーであり、その効果も大きなものがあっ
た。巨額の研究開発予算が必要とされるこれら分野では国の参画なしに個別企業でリスク
を背負いきることは極めて困難であるし、技術開発の方向を明確に示し、国際的な認知度
を確立したということからすると、現時点において、本プロジェクトの実施は国家プロジ
ェクト本来の使命・役割に沿った妥当な事業であったと評価する。
半導体分野では、次世代半導体を含む国家プロジェクトは国が主体的役割を果たすべき
であるが、上述のごとく、本プロジェクト開始当時半導体分野は技術開発の谷間であり、
次世代のコアとなるテーマを採択し、
国が支援した意義は大きい。ＡＳＥＴに代表される、
国の関与による異分野・異業種連携、産学官連携等の実現による研究組合という方式が、
基盤研究のレベルを向上させ、比較的短期間で成果を挙げることができたと判断される。
磁気記録分野では、国家プロジェクトとして実施したことで、異分野連携、産学官連携
が実現し、ハードディスク周辺の産業や技術分野へ付加価値をもたらすことができた。
当時、最先端技術レベルにあった米国にキャッチアップするためには、国家の強力な関
与が必要であった。また、人材育成、材質や製造プロセスに係わる広範囲の分野の成果が
生まれたが、これも国主導による結果である。ただし、垂直磁気記録方式によるＨＤＤの
実用化は、国家プロジェクトとして大きな成果であったと同時に、世界は肉薄しているこ
とを認識しておく必要がある。
液晶分野では、偏光板を用いない、またＲＧＢ三画素でなく一画素で発光させるという
発想は、注目すべきテーマではあるが、当時の技術レベルでは挑戦的なテーマであり、企
業では実用化研究が困難であった。知的基盤の形成に資する研究開発であり、技術立国を
目指すためには国が関与する必要性があった。また、現在、巨大な産業に育った液晶ビジ
ネスをみると半導体、磁気記録と並行してプロジェクト化した意義は大きい。
Ⅱ−２．目標設定
半導体分野では本プロジェクト終了後、国内メーカーの競争優位が実現していることか
ら判断すると、その目標設定は妥当であったといえる。電子ビーム直接描画、マスク描画
装置の世界シェアが 9 割であること、ＡｒＦフォトレジスト材も同じく９割などがその証
拠に挙げられる。その他も国際的な技術ロードマップの動きに沿って、総じておおむね妥

x

当な目標だったと思われる。
磁気記録分野では目標の４０Gbit/in2 は技術的に難しく当時としては非常に高い目標で
あったが、本プロジェクト後半になって垂直磁気記録によりこの目標を大幅に上回る５２．
５Gbit/ in2 でのＨＤＤの実現の見通しを得て、その後の垂直磁気記録方式の大躍進となっ
たことから目標設定は適切であったといえる。２００９年には世界で生産される殆どのＨ
ＤＤが垂直磁気記録方式になる見込みであり、２．５型以下のＨＤＤでは垂直磁気記録装
置で日本の独壇場になっていることは高く評価できる。
液晶分野では視野角、応答速度、明るさ、等多くの課題がある中から競争域にない次次
世代技術として事前に行われた技術調査を基に省エネ反射型が選ばれた経緯があり目標と
して概ね妥当だったと判断される。しかし反射型液晶にフォーカスした方が結果として効
率が良かったか、あるいは何を目標にすべきか議論が不十分でなかったかという意見もあ
る。
Ⅱ−３．プロジェクト実施方法
一般的には、分散研方式は、参加企業の主体性・独自性が維持される半面、企業の都合
等によりその後の発展、知識・人材の蓄積が左右されることが有るため大学、公的機関と
の連携が必要であり、集中研方式は、知財管理、設備投資の効率化で優位であるが、参加
企業の蓄積した情報開示が効率化の前提となる。
実施体制は、分散研方式と集中研方式がテーマにより使い分けられた。電子ビーム描画
装置開発、磁気記録技術開発および液晶技術開発は分散研方式、Ｘ線露光技術開発、Ａｒ
Ｆ露光技術開発およびプラズマプロセス開発は集中研が取られ機能的に運用された。
電子ビーム・マスク描画、半導体レジスト材料等においては、製品化一歩手前の開発で
あり、参加企業間に深刻な利益相反が存在する為、分散研方式が適切であった。一方、Ｘ
線縮小露光技術、ＡｒＦレジスト技術等では、製品化までに距離があり、共通技術開発要
素が大きく、
より外部効果の大きい国家プロジェクトの場合、
集中研方式が適切であった。
結果よりみて、プロジェクト全体の計画策定および管理は妥当であったと判断される。
研究開発は不定形で変更の多い仕事であり、臨機応変の対応を可能とする体制が必要で
ある。
Ｘ線等倍技術をＸ線縮小露光技術へ移行させた判断は候補技術の絞込みの観点からは妥
当であるが、判断時期の妥当性についての評価も必要である。
臨機応変の対応を適切なタイミングで実施する為には、中間評価の役割も重要である。
Ⅱ−４．Ⅱ−１〜Ⅱ−３の評価結果を踏まえたプロジェクト終了時の事後評価の妥当性
評価時点での技術動向、事業環境を踏まえ詳細項目まで評価されており妥当だったと判
断される。肯定的な見方のみならず、否定的な意見（国が支援すべきであったかの疑問、
分散研方式の限界等）も公平に列挙されており、また、ＥＵＶ露光装置関連技術や電子ビ
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ーム直接描画装置の将来における潜在力などについても言及されている。
公的プロジェクトは、今後探索的な研究・開発を目指す傾向にあり、その事後評価が難
しくなると予想される。当該プロジェクトの波及効果を評価する際に、当該プロジェクト
の実施が、国内外において（半導体関連の）科学・技術の発展経路が選択されていくプロ
セスにおいて、選択肢そのものの取捨選択にどのような柔軟な役割（
Ｓｔｏｎｅ

Ｓｔｅｐｐｉｎｇ

或いは「捨て石」としての役割も含めて）を事前・事後で果たしたかという

視点も必要になる筈で、現時点で成果が出ているか否かではなく、当該研究開発が行われ
ていた時代の背景を考慮しつつ、その時点に立ち戻った事前の視点から評価することが必
要となろう。
国家プロジェクト成果の事後評価に際し、当該プロジェクトに関与した研究開発者達の
関与前後における出願・登録関連特許・論文数の推移を追跡してみることも、関与した研
究開発者の学習機会をどれだけ豊かにしたのか、また、その結果、プロジェクト終了前後
で関連特許や論文がどう増減しているか、等を知ることができ、有益であるかもしれない
との示唆があった。
事後評価検討会の構成メンバーについて、企業からの委員の増員、及び海外からの委員
の参加を示唆する意見がある。
追跡調査資料と比較する限り、事後評価における技術的可能性等の判断は楽観的過ぎ、
評価時において参照すべき技術情報に偏りがあったのではないかとの見方もある。また、
事後評価として成果や課題、
反省点が後継プロジェクトに継承されたとの評価では不十分、
各テーマの目的に沿った事後評価がなされるべきとの指摘もある。
Ⅱ−５．プロジェクト終了後のフォローアップ方法
半導体分野では、マスクＤ２Ｉプロジェクト(２００５年度〜)、ＥＵＶＡ光源開発プロ
ジェクト(２００２年〜２００７年度)、大阪大学レーザー研究リーディングプロジェクト
(２００３〜２００７年度)などの立ち上げもあり、フォローアップは妥当であったといえ
る。
磁気記録分野では、文科省の「超小型大容量ハードディスクの開発」(２００２〜２００
６年度)、ＮＥＤＯの「超高密度ナノビット磁気記録技術の開発(２００８年度〜)の継続研
究に繋がったなどフォローアップは妥当であったといえる。今後についてはＳＳＤが立ち
上がるものと思われるのでその将来性の見極めが必要という意見もある。
現状は、垂直磁気記録方式をはじめ、磁気記録用各種パーツの開発技術に日本の優位性
がまだ若干保たれているが、これを維持し、さらに先導するためには、一層の国の支援と
産学のより緊密な協力、および研究開発拠点の形成が必要である。
液晶分野ではＮＥＤＯ「高効率照明技術による低消費電力液晶ディスプレイの実用化」
(２００１〜２００３年度)が実施され妥当であった。しかし本プロジェクトで進めた研究
は基礎技術確立の域を出なかったので明るい反射ディスプレイ開発を目標にしたフォロー
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アッププロジェクトが必要だったのではないかという意見もある。今後については本プロ
ジェクトの成果で得た国家的基盤技術における国際競争の優位性を継続できる戦略性が必
要という意見もある。
Ⅲ．経済産業省が今後実施する研究開発プロジェクトへの提言等
①国際競争力を獲得するためには、個別の研究開発プロジェクトの成果を重層的に編成す
るための仕組みが必要である。
・大学等が行った先端的な科学的・学術的研究開発成果を活用して企業が新製品や新産
業を創出するためには、コスト面、信頼性面、安全性面等の観点を含めて市場ニーズ
を満たすよう産業的見地からの更なる研究開発を行う必要がある。しかし、産業的見
地からの研究開発では、たとえ将来性が高く認識されていても膨大な経費を必要とし
たり、市場化のリスクが高いと、企業では容易に実施することが困難であり、企業の
みにまかせた場合は、研究開発が停滞する。本プロジェクトにおける磁気記録分野（垂
直磁気記録）の研究開発は、その例であり、それまで停滞していた企業における技術
研究開発が本プロジェクトを実施したことにより活性化し、製品化、更にはトップレ
ベルの国際競争力を獲得するに至った。今後とも、国は、大学等が行った先端的で将
来性の高い科学的・学術的研究開発成果等を活用して、停滞することなく企業が新製
品や新産業を創出し、国際競争力を獲得していくために必要な研究開発プロジェクト
を実施していくことが必要であり、かつ、それを推進してゆくための仕組みを構築す
ることが重要である。
②Speed‑to‑Market を重視した研究開発方式を導入することが望ましい。
・本プロジェクトが実施した集中研方式では、企業間の十分な協力体制が確立されるま
でに時間を要したが、製品開発に必要な技術が高度化し、さらには広がりを見せてい
る中で、今日は Speed‑to‑Market の重要性がますます高まっている。この状況に対応
し、
市場競争力を獲得していくためには、
企業同士の協力体制が重要になってくるが、
研究開発プロジェクトに参加する個々の企業が互いに保有する技術、資金等を積極的
かつ効果的に提供し合えるよう、貢献度に応じて利益が配分される等の新たな研究開
発組織上のイノベーションが必要である。
③基盤技術の獲得には長期的視野に立脚した政策運営が必要である。
・本プロジェクトが目的にしたのは製造装置開発や部材開発であるが、製造装置や部材
はユーザーが製造業者に限られている等の理由から最終製品に比べて市場規模は大き
いとはいえない。
（インプットに対する直接アウトカムはさほど目立たない。
）
しかし、
製造装置や部材は最終製品を製造するための基盤技術であり、日本がモノ作りに比較
優位を維持していくためには欠かせない分野である。今後も、この分野の新技術開発
に経済産業省が長期的視点に立脚した主導的な立場に立つことが重要である。
④要素技術の開発においては体系的な評価体制が必要である。
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・本プロジェクトの３分野（半導体分野、磁気記録分野、液晶分野）の中で、半導体分
野と磁気記録分野は、次世代の装置開発を目指したきわめて実用的なテーマであった
が、液晶分野は、新しい要素技術の開発を目指したチャレンジングな基礎・基盤的テ
ーマであった。基礎・基盤的テーマも、実用的なテーマと同様に製品化、市場の獲得
を評価の中心に据えた場合、相対的に評価が低くなる。これは、研究開発が目指して
いる目的が大きく異なっているためであり、研究開発の当初からある程度想定できた
ことである。このため、事前評価の段階で製品化に至るまでのどの段階（基礎・基盤、
実証、実用化等）の研究開発なのか、及び中間評価（又は事後評価）で中心に置くべ
き評価項目・評価指標を明確にし、それに基づく中間評価（又は事後評価）の実施と
その後の研究開発計画の策定、事業化計画、評価に資することが重要であり、この観
点から事前評価を見直すべきである。同様に、事後評価では、追跡評価を行うタイミ
ング、追跡評価の観点を示すべきである。
さらに、国家プロジェクトが、知財パッケージ型オープンイノベーション(複数の参画
主体によって開発された技術群を知識基盤として、社会経済における利用関係を創成
すること)であるとすれば、プロジェクト実施の前段階において、開発予定の技術が作
りだすアウトカム（成果）を具体的に想定することが重要であり、この観点からも、
プロジェクトの事前評価を刷新する必要がある。
⑤研究開発プロジェクトによって形成された知識基盤の維持に努力する必要がある。
・知財パッケージ型オープンイノベーションを考えた場合、日本版バイドール法により、
知財の権利が開発企業に帰属することは否定できないが、産業構造が大きく変質する
ような時代局面においては、当該の特許発明の有効利用も含めて、個別企業の枠を越
えた利用を促す方策を策定することも必要になってきている。この点については、プ
ロジェクト終了後に生じた人材の移動も勘案し、人的な知識ストックの側面について
も考慮する必要がある。
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１章 評価の実施方法
追跡評価は、
「経済産業省技術評価指針」
（平成１７年４月１日経済産業省告示第 428 号、
以下、
「評価指針」という。
）に基づいて以下のとおり行われた。
１．追跡評価の目的
経済産業省が実施してきた研究開発プロジェクトは多数存在しているが、近年、それら
の研究開発成果の迅速な実用化や、それに伴う日本企業の競争力強化及び市場創出等が重
要とされている。
このため、本追跡評価では研究開発プロジェクトが技術・産業・社会に与えたインパクト
について明らかにすることに加え、研究開発プロジェクトの成果の実用化へ向けた推進体
制や学会等における研究開発プロジェクト終了後の動向をフォローアップし、現在の視点
から総合的に評価することにより、今後実施される研究開発プロジェクトの戦略性を持っ
た企画、予算、運営方法、フォローアップ体制等の改善に資することを目的とする。なお、
評価指針において評価の目的は
・研究開発の経済社会的な目標や経済産業政策上の位置付けを明確にすること等により、
研究開発に対して確実に経済的・社会的ニーズを反映させること。
・評価者と被評価者とが意見交換を通じ研究開発の意義、内容、達成状況、今後の方向
性当について検討し、競争的な研究開発環境を実現し、より効率的・効果的な研究開
発を実施していくことこと。
・高度かつ専門的な内容を含む施策・事業等の意義や内容について、一般国民にわかり
やすく開示していくこと。
・評価の結果を施策・事業等の継続、拡大・縮小・中止など資源の配分へ反映させるこ
とにより資源の重点化及び効率化を促進していくこと。
・研究開発機関が実施する評価がその機関の自己改革の契機となるような自律的なシス
テムの構築に勤めること。
とされている。
２．評価者
本追跡評価ＷＧ（以下、
「ＷＧ」という。）は、産業構造審議会産業技術分科会評価小委
員会において、同評価小委員会の下に新たに設置することが了承された。評価指針で評価
者は、分野の専門性をバックグラウンドに持つ専門家、経済社会のニーズ、研究開発の波
及等について指摘できる有識者等の外部評価者と定められている。これに基づき、7 名が
選任された。なお、本ＷＧの事務局については技術評価指針に基づき、経済産業省産業技
術環境局技術評価室が担当した。
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３．評価対象
平成２０年度は、平成７年度から平成１３年度にかけて実施された「超先端電子技術開
発促進事業」を対象に追跡評価を行った。
対象研究開発プロジェクト
○名

称 超先端電子技術開発促進事業プロジェクト

○実 施 期 間 平成７年度（1995 年度）〜平成１３年度（2001 年度）の７年間
○研究開発費総額 約４０８億円
４．評価方法
対象プロジェクトの評価を実施するに際して、対象プロジェクトに関する文献調査や、
実施当時の参加者等へのインタビュー調査を中心に、研究開発活動や研究開発成果が技術、
経済及び社会に及ぼした波及効果を調査・分析・整理し、その追跡調査結果に基づいて、
追跡評価項目に沿った評価コメントをとりまとめ、審議を行うといった手順で評価作業を
進めた。
追跡調査は、中立性・客観性を確保するため、第三者機関である株式会社旭リサーチセ
ンターに委託し実施された。
５．評価項目・評価基準
本ＷＧにおいては、経済産業省産業技術環境局技術評価調査課（現 技術評価室）にお
いて平成１９年６月１日に制定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・
評価基準について」に基づいて、
「Ⅰ.波及効果に関する評価」及び「Ⅱ.現在の視点からの
プロジェクトの評価」について、それぞれ評価した。
以下の枠内は、その標準的評価項目・評価基準である。
追跡評価項目・評価基準
・は評価の視点、丸囲み数字（①、②・・・）は評価基準の例を示す。
Ⅰ.波及効果に関する評価
Ⅰ−1. 技術波及効果
（1）実用化への進展度合
・プロジェクトの直接的及び間接的な効果は、製品やサービスへの実用化にどのように
寄与したか、あるいは寄与する可能性があるか。特許取得やその利用状況、市場環境
の変化、競合技術の台頭等を踏まえて評価する。
①プロジエクト終了後に実用化した製品やサービスは数多くあったか
②プロジェクトの成果から今後実用化が期待される製品やサービスはあるか。
③多額の実施料収入を生み出す等、インパクトの技術が得られたか。
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④外国での特許取得が行なわれたか。
⑤基本特許を生み出したか。
（2）プロジェクトの成果からの技術的な広がり具合
・プロジェクトの成果により直接的に生み出された技術は、関連技術分野に技術面での
インパクトを与えたか。派生技術には、プロジェクト実施当時に想定されていたもの、
想定されていなかったものを含めてどのようなものがあり、それらはどのように利用
されているかを踏まえて評価する。
①数多くの派生技術を生み出したか。
②派生技術は多くの種類の技術分野にわたっているか。(当該技術分野、他の各種技
術分野)
③直接的に生み出された技術又は派生技術を利用した研究主体は数多くあるか。
④直接的に生み出された技術又は派生技術を利用する研究主体は産業界や学会に広
がりを持っているか。(参加企業、大学等、不参加の同業種の企業、その他の産業
等)
⑤参加企業等が自ら実施する研究開発の促進効果や、期間短縮効果はあったか。
⑥関連分野の研究者増員が行なわれたか。
⑦国内外から高く評価される研究機関となったか。
Ⅰ−３.経済効果
（1）市場創出への寄与
・新しい市場を創造したか。また、その市場の拡大に寄与したか。
（2）経済的インパクト
・生産波及、付加価値創出、雇用創出への影響は大きかったか。
①直接的に生み出された技術や派生技術の実用化により、製品の売り上げと利益は増
加したか。
②直接的に生み出された技術や派生技術の実用化により、雇用促進は積極的に図られ
たか。
（3）産業構造転換・活性化の促進
・プロジェクトが産業構造の転換や活性化(市場拡大や雇用の増加等)にどのような役
割を果たしたか。
①プロジエクトが、各関連産業における市場の拡大や雇用の増加等に寄与したか。
②プロジエクトが新たな産業の勃興や、既存市場への新規参入、あるいは既存市場か
らの撤退等をもたらしたか。また、それらが市場全体における雇用に影響したか。
③プロジェクトが生産業務の改善や更新に結びついたことにより生産性・経済性は向
上したか。
Ⅰ−４．国民生活・社会レベルの向上効果
・プロジェクトによって新たな製品・サービスが実用化されたこと、プロジェクトの
成果の応用による生産性の向上や顕著なコストダウン、デファクトを含めた規格化を
促進したこと等の事例がある場合、それらは、例えば下記に挙げる項目にそれぞれど
のような影響をもたらしたか。
（1）エネルギー問題への影響
・エネルギー問題の解決に寄与した効果としてどのようなものが考えられるか。
（2）環境問題への影響
・環境問題の解決に寄与した効果としてどのようなものが考えられるか。
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（3）情報化社会の推進
・情報化社会の推進に寄与した効果としてどのようなものが考えられるか。
（4）安全・安心・生活の質
・国民生活の安全、安心、生活の質の向上に寄与した効果としてどのようなものが考
えられるか。
①国民生活の利便性を向上させた事例が存在するか。
②国民生活の安全性の向上に寄与したか。
③プロジェクトの成果は、身障者や高齢者の多様な生活を可能にしたか。また、個の
自立を支援するものであるか。
Ⅰ−５. 政策へのフィードバック効果
（1）その後の事業への影響
・プロジェクトの成果や波及効果、改善提案、反省点等がその後の研究開発プロジェク
トのテーマ設定や体制構築へ反映されたか。
（2）産業戦略等への影響
・プロジェクトの直接的・間接的な成果が実用化したり、関連の研究開発基盤ができた
ことに等による、その後の産業戦略等への影響があったか。
Ⅱ. 現在の視点からのプロジェクトの評価
Ⅱ−１.国家プロジェクトとしての妥当性
・国のプロジェクトとしてどのような効果があったか。Ⅰ．に示した各効果総合的に評
価する。
・現在(追跡評価時点)から見て、国が関与する必要性があったか。また、関与の方法や
程度は妥当であったか。
①多額の研究開発費、長期にわたる研究開発期間、高い技術的難度等から、民間企業
のみでは十分な研究開発が実施されない場合。
②環境問題への先進的対応等、民間企業には市場原理に基づく研究開発実施インセテ
ィブが期待できない場合。
③標準の策定、データベース整備等のうち社会的性格が強いもの(知的基盤)の形成に
資する研究開発の場合。
④国の関与による異分野連携、産学官連携等の実施によって研究開発活動に新たな付
加
価値をもたらすことが見込まれる場合。
⑤その他国が主体的役割を果たすべき特段の理由がある場合。
Ⅱ−２．目標設定
・当時の技術動向、市場動向、社会環境、政策目的等から見て、目標設定の方向性と
そのレベルは妥当であったか。
Ⅱ−３．プロジェクト実施方法
・プロジェクトの計画策定、スキーム(予算制度)、実施体制、運営方法等の実施方法
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が現在の視点から見て妥当であったか。
Ⅱ−４．Ⅱ−１〜Ⅱ−３の評価結果を踏まえ、プロジェクト終了時の事後評価の妥当性
・事後評価で行なわれた評価結果は、追跡評価の時点から見て妥当であるか。
(現在の事後評価項目の例示)目的・意義の妥当性、目標の妥当性、計画内容の妥当性、
国のプロジェクトであることの妥当性、研究開発体制・運営の妥当性、研究開発成果
の計画と比較した達成度、実用化の見通し(成果普及、広報体制、波及効果)、総合評
価、今後の提言
・今後の最終評価において改善すべき評価方法、考慮すべき要因等を提案。
Ⅱ−５．プロジェクト終了後のフォローアップ方法
・プロジェクトの成果の実用化や普及に対して、プロジェクト終了後のフォローアップ
体制が適切だったか。後継の国のプロジェクトを立ち上げる必要はなかったか。
・不適切な場合の改善点、より効果を発揮するための方策の提案。
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第２章 評価対象研究開発プロジェクト
１．プロジェクトの目的・基本計画
｢超先端電子技術開発促進事業｣プロジェクトは､高度情報化社会実現の鍵を握る電子情
報分野の基礎技術であるとともに広範な産業分野への大きな波及効果を与える共通技術基
盤を構築するため､次々世代レベルの超先端的な技術の確立を図ることを目的とし実施さ
れたものである。
１９９０年代に入り､半導体を始めとする情報産業機器の国際市場において､米国に加え
て､韓国､台湾が国際シェアを急速に拡大する一方で､日本はその国際競争力に翳りが見え
始めた｡このような国際情勢の中で､日本の国際技術競争力を維持･回復するため､創設され
た研究開発プロジェクトであり、情報産業のキーテクノロジーである半導体､磁気ストレー
ジ､液晶に事業対象を絞り､急激に進展する高度情報化社会の実現の鍵を握る電子情報分野
の超先端な基礎的･共通基盤技術に関する研究開発を行った。
プロジェクトは平成 7 年から開始され､途中一度の計画変更を経て､平成 13 年まで実施さ
れた。以下にプロジェクト発足時の基本計画と、および中間評価後における研究開発計画
と予算の概要を示す。
｢超先端電子技術開発促進事業｣研究開発基本計画
1．研究開発期間 平成７年度から平成１３年度
2．研究開発費総額 研究開発資金については､可能な限り確保を図るものとする｡
3．研究開発の目標と方式
(1) 高度情報化社会実現の鍵を握る電子情報分野の基礎技術であるとともに広範な産
業分野への大きな波及効果を与える共通技術基盤を構築するため､次々世代レベルの超
先端的な技術の確立を図ることを目的として､超微細加工プロセス技術､極限計測･分
析･制御等技術及び新機能電子材料技術の研究開発を行う｡
(2) 本事業は､主として下記の目標に基づき研究開発を行う｡
①電子ビームリソグラフィ技術
電子ビームを用いた超高精度直接描画技術､超高精度遮光マスク描画技術を実現す
るためのシステム技術である､電子光学系､超高精度制御､レジストプロセス､マスク
構造材料等の研究開発をおこなうとともに､これらの統合化技術に関する研究開発
を行う｡
②超短波電磁波パターニング･システム技術
Ⅹ線等の超短波電磁波を用いて､金属､結晶体等の表面上に､超繊細かつ複雑な図形
を描画がするためのシステム技術の要素技術である､Ｘ線等光学系､機構･構造系､超
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高精度制御､レジストプロセス等の研究開発を行うとともに､これらの統合化技術に
関する研究開発を行う｡
③超先端プラズマ反応計測･分析･制御技術
種々のプロセス源によるラジカル反応の計測･分析及び制御メカニズムのミクロ的
解析に関する研究､及びプラズマを利用した超先端表面加工技術の要素技術である
プラズマ発生､内部パラメータ制御等の研究開発を行うとともに､これらを具現化す
る超薄膜形成あるいは超微細エッチング装置等のシステム化技術に関する研究開発
を行う｡
④超先端クリーニング基礎技術
金属､セラミック､結晶体等の洗浄過程における吸着･反応･脱離メカニズムの物理
的･電気化学的あるいは電子論的な解析に関する研究､及び超微細な加工等を行うた
めに必要な超微細粒子クリーニング技術の要素技術に関する研究開発を行う｡
⑤超高感度媒体技術
超高感度磁気記録媒体を実現するため､磁気媒体の超平滑･低ノイズ薄膜材料及び超
薄保護膜の研究開発を行い､超高感度･超高密度記録媒体の実験試作･評価を行う｡あ
わせて､スピンプローブ法により､高精細磁化構造解析の基礎技術を研究し､媒体ノ
イズの要因分析を行う｡
⑥新機能素子･成膜技術
コンタクト磁気記録対応超狭トラック用高感度磁気抵抗膜の材料及び成膜プロセス技
術を､超クリーンアトミック制御成膜技術を含め広範に研究し､最適化を実現する｡あ
わせて､素子形成技術を研究開発し､超高感度磁気抵抗素子の作成･評価を行う｡
⑦新機能電子材料設計･制御･分析等技術
新たな原理に基づき､電気化学的に散乱､吸収､屈折､干渉等の光学機能を発現する新
規電子材料の設計･合成等に関する研究開発を行うとともに､次々世代の電気光学デ
バイスの実現のために､新機能電子材料に関する基盤要素技術の開発を行う｡
(3) 本研究は､次の方式に従って行う｡
①本研究開発は､産業分野全般に大きな波及効果を有する長期的な産業科学技術の基礎
研究プログラムとして位置付けられることから､その実施に際しては､産学官の幅広
い分野の第‑線で活躍している研究者の参画を得､かつ､研究を遂行するのに必要な
各種研究開発インフラ等についても十分な活用を図りつつ行うことが重要である｡
このため､集中共同研究方式及び分散型共同研究方式を適切に組み合わせて実施し､
各研究者のイコールパートナーにより有機的連鎖を図るものとする｡
② 国内外に対して､研究開発成果の公表や関連研究期間との交流等を積極的に行い､当
該分野の国際的な情報創造･発信の役割を担うことを目指すものとする｡
③研究者の柔軟な試行錯誤も重要な成果として適切に評価するなど､研究者のインセン
ティブの確保に努めるものとする｡
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④ 上記の各テーマの研究開発の実施に際しては､相互の情報交換に基づくシナジー効
果の発現による研究開発の加速を図るとともに､国立の研究開発機関や大学による
継続的な技術支援･助言等を可能とするため､研究開発活動は日本国内に研究開発基
盤及び十分な研究開発遂行能力を有するものが行うこととする｡

研究開発計画および予算の推移
本プロジェクトの基本計画で定められた研究開発計画と予算額の推移を図表２−１、２
−２、２−３に示す｡
図表２−１ 研究開発計画（中間評価後）
Ｈ７年度
1995

半
導
体

磁気
液晶

Ｈ８年度
1996

Ｈ９年度
1997

Ｈ10年度 Ｈ11年度 Ｈ12年度 Ｈ13年度
1998
1999
2000
2001

ＥＢ直描
Ｘ線等倍
Ｘ線縮小
ＡｒＦリソ
マスクＥＢ
ＥＢリソ
プラズマ
クリーニング
磁気メディア
磁気ヘッド
反射型液晶

統合

↑
中間評価

↑
ASET設立

↑
当初計画終了予定

図表２−２ 研究開発計画
①電子ビーム直接描画システム技術

（平成 7 年〜平成 12 年度）

①④を電子ビームリソグラフィ技術として統合
（平成 13 年度まで延長）
②超短波長電磁波パターニングシステム技術（平成 7 年〜平成 12 年度）
縮小 X 線（EUV）リソグラフィ技術の研究開発を追加
（平成 13 年度まで延長）
③超微細感光技術

（平成 7 年〜平成 9 年）

④超高精度遮光パターン技術

（平成 7 年〜平成 12 年度）
①④を電子ビームリソグラフィ技術として統合
（平成 13 年度まで延長）

⑤超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術 （平成 7 年〜平成 12 年度）
⑥超先端クリーニング基礎技術

（平成 7 年〜平成 12 年度）

⑦超高感度媒体技術

（平成 7 年〜平成 12 年度）

⑧新機能素子・成膜技術

（平成 7 年〜平成 12 年度）

⑨新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 （平成 7 年〜平成 12 年度）
（①〜⑥：半導体分野、⑦⑧：磁気記録分野、⑨液晶分野）。
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図表２−３ 超先端電子技術開発促進事業研究開発予算額の推移

100億円

液晶
磁気記録

80億円

半導体
60億円
40億円
20億円
0億円

Ｈ７（補正） Ｈ８ Ｈ８（補正） Ｈ９

年度（平成）
７年度（補正）
８年度
８年度（補正）
９年度
１０年度
１０年度（補正）
１１年度
１１年度（補正）
１２年度
１２年度（補正）
１３年度
合計

Ｈ１０ Ｈ１０（補正）Ｈ１１ Ｈ１１（補正）Ｈ１２ Ｈ１２（補正）Ｈ１３

（ASET総合調査費、NEDO検査費含まず）
総額（百万円） 半導体 磁気記録
液晶
9,920
7,830
1,990
100
1,321
730
192
399
979
979
0
0
3,039
980
652
1,407
4,579
1,512
696
2,371
10,462
8,469
996
997
4,402
1,534
700
2,168
982
982
0
0
3,087
1,137
567
1,383
2,004
2,004
0
0
12
12
0
0
40,787
26,169
5,793
8,825
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２．プロジェクトの実施体制
技術の基礎研究プログラムとして位置付けられることから､その実施に際しては､産学官
の幅広い分野の第一線で活躍している研究者の参画を得､かつ､研究を遂行するのに必要な
各種研究開発インフラ等についても十分な信用を図りつつ行うことが重要であるため､集
中共同研究方式及び分散型共同研究方式を適切に組み合わせて実施し､各研究者のイコー
ルパートナーシップにより有機的連帯を図っている｡
本研究開発プロジェクトは､経済産業省(旧:通商産業省)より研究開発費をＮＥＤＯ(新
エネルギー･産業技術総合開発機構)へ出資または委託し､ＮＥＤＯよりＡＳＥＴ(技術研究
組合超先端電子技術開発機構)に委託または再委託し､研究を実施している｡

図表２−４ 超先端電子技術開発促進事業研究開発プロジェクト実施体制

国
出資

委託

国研

NEDO
研究開発委託

技術指導、共同研究等
再委託

技術研究組合
超先端電子技術開発機構
第１研究部（半導体技術：基本計画①から⑥）
横浜研究センタ
厚木研究センタ
各分散研究室

大学
再委託／共同研究

第２研究部（磁気ディスク技術：基本計画⑦、⑧）
各分散研究室
第３研究部（反射型液晶技術；基本計画⑨）
各分散研究室
［組合員：２３社］
アドバンテスト、NTT‑AT、日立製作所、松下電器、メルク・ジャパン、日本IBM、
ニコン、沖電気、シャープ、ソニー、TI筑波研究開発センター、東芝機械、
大日本インキ化学、富士通、ＪＳＲ、Merck KGaA、三菱電機、日本電子、日本電
気、三洋電機、島田理化工業、住友化学工業、東芝
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横浜研究センタ
（１０社）

厚木研究センタ
（６社）

厚木研究センタ
（１４社）

ＥＵＶ研究室

ＡｒＦ研究室

ＰＸＬ研究室

大学・研究所

第一研究部
（半導体）

（島田理化、日立、東芝、
ＴＩ筑波）

クリーニング

（ＪＥＯＬ、東芝、東芝
機械）

マスクＥＢ

（日立、富士通、東芝）
（日立、富士通、ＮＥＣ、
松下、ソニー）

記録ヘッド

記録メディア

（日立、アドバンテス
ト）

分散研（８）

分散研（９）

第三研究部
（液晶）

（ＤＩＣ、メルクＪ、Ｍ
ｅｒｃｋ、ＪＳＲ、住友
化学）

材料

（シャープ、ＮＥＣ、日
本ＩＢＭ、東芝）

デバイス

技術委員会

ＥＢ直描

分散研（７）

技術委員会

第二研究部
（磁気記録）

他に大学、電子技術総合研究所等３６名と再委託研究及び共同研究を実施（延べ１１７件）

横浜研究センタ
（１１社）

プラズマ研究室

技術委員会

再委託・共同研究

研究本部

図表２−５ 超先端電子技術開発促進事業に係わる ASET の研究管理体制

第３章 評価
Ⅰ. 波及効果に関する評価
Ⅰ−１．技術的波及効果
（１）実用化への進展度合
本プロジェクトでは、半導体分野、磁気記録分野、液晶分野と対象分野が広く、一概に
実用化の進展度合いを比較することはできないが、多くの技術波及効果があったことが認
められる。
半導体分野では、本プロジェクトの成果により開発された電子ビーム描画装置により、
世界市場における日本企業のシェアは２０００年の４９％から２００６年の９１％に大
幅に拡大した。現時点では、半導体製造における重要工程の一つであるマスク製造工程を
日本企業が押さえている形であるが、欧米による追随も予想され、国あるいは産業として、
怠ることなく継続的に研究しておくことが重要であろう。
等倍Ⅹ線露光技術は、実用化に至らなかったものの、リソグラフィ分野に多くの技術的
知見と人材を生み出し、その技術的発展の限界が明確に検証された結果、縮小Ⅹ線露光技
術への転換がなされている。平成１０年度から新たに研究開発が開始された縮小Ｘ線露光
技術（ＥＵＶ露光技術）は、その後のＡＳＥＴの自主研究（海外を含む１４社参加）にお
いて、露光技術および装置基盤技術の研究開発が継続されるとともに、ＡＳＥＴ・産総研
によるＭＩＲＡＩプロジェクトでマスクブランクスの欠陥検査技術が開発された。また、
本プロジェクトの成果を活用し、２００２年に発足した極端紫外線露光システム技術開発
機構（ＥＵＶＡ）において、ＥＵＶ光源の開発とＥＵＶ露光システムの開発が進められて
いる。さらに、半導体企業による開発コンソーシアムである株式会社半導体先端テクノロ
ジーズ（Ｓｅｌｅｔｅ）において、ＥＵＶ露光システムの量産基盤技術の開発が行われ、
ＭＩＲＡＩプロジェクトにおいて、ＥＵＶマスク基盤技術開発が行われている。
超微細感光技術では、ＡｒＦエキシマレーザーを光源としたレジストプロセス技術の開
発とフォトレジスト材料（感光材）の有効性を実証した。ＡｒＦ用レジスト材としての適
性評価により、国内原材料メーカーが開発したアダマンタン等の新材料が実用化された。
これにより、我が国のレジストメーカーの優位性が益々高まっている。
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術の開発は半導体製造装置の性能向上に貢献し、
超先端クリーニング基礎技術の開発は、微細化が進む半導体製造技術の進展への貢献があ
ったと評価される。
磁気記録分野では、本プロジェクトの終了時点の２０００年には、当初目標の４０
Gbit/in2 を超える５２．５Gbit/in2 の面記録密度で垂直磁気記録方式のＨＤＤが実現する
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可能性を実証し、２００５年には垂直磁気記録方式で１３０ Gbit/in2 を超える面記録密
度で上市されている*1101。その結果、現在では２．５インチ以下のハードディスク装置は
日本企業の独壇場といえる状況にある。日本で先進的に開発された垂直磁気記録方式によ
るＨＤＤであるが、米国の巨大企業をはじめとして、世界中で垂直磁気記録方式への切り
替えが急速に進んでいる。
液晶分野は、省エネ性からその必要性はきわめて高いものがあるが、目標かつ必要技術
レベルは高く実応用的な観点から十分な波及効果を生むには至っていない。現在も殆どの
ディスプレイ企業、各研究機関で継続研究が続けられておりその技術の完成が待望されて
いるのが現実である。
今後は、産学官が、様々な利益相反問題を解決しながら、広範かつ迅速に英知を結集し
ていく必要性が格段かつ急速に高まると思われる。
＜肯定的意見＞
・ＥＢリソグラフィー（含：ＥＢ直描、マスクＥＢ）のプロジェクトで開発された技術
は産業界に継承され、後にＥＢ装置メーカー２社のマスク描画装置として商品化され、
高い市場支配力を発揮した。ちなみに、マスク描画機市場はこの世代をもって我が国
装置メーカーが世界市場を席巻するに至った事実からも、ＡＳＥＴが技術開発に果た
した役割は極めて大きかったと考えられる。
（石原委員）
・多くのプロジェクト対象分野で、基本特許とまではいかないものの、技術の重層化が
達成されたため、その後の技術的波及の広がりが安定したといえる。
等倍 X 線露光技術においては、技術的発展の限界を明確に検証することができたため、
縮小 X 線露光技術へ転換が実現した。（菊池委員）
・世界市場シェアの急速かつ顕著な増大という意味でも、当該超先端電子技術開発促進
事業の電子ビーム（フォトマスク）描画装置への寄与は大きかった。９０年代半ば以
降、ムーアの法則に従ったさらなる微細化の流れの中でＤＵＶ（ＫｒＦ、ＡｒＦ)露光
装置の時代が訪れ、それと共にＤＵＶ波長を遙かに下回る回路線幅を可能にするＯＰ
Ｃ（光学近接補正）等の超解像技術が普及・高度化して行った。その結果、凸版印刷
や大日本印刷等の半導体フォトマスク製造専門会社の大躍進（世界市場シェア５０％
超）*1102 に象徴されるように、従来汎用品的ともいわれていたフォトマスクのＳｐｅ
ｃｉａｌｉｔｙ（特注品）度がかなり高まってきた。そのような時代の流れの中で、
日本電子、ニューフレアテクノロジー（旧東芝機械・半導体装置事業部）等の同事業
参加企業が従来から保有していた高度な電子ビーム（フォトマスク）描画装置分野で
の高い潜在技術力が、同事業の側面支援を得て大きく顕在化するに至った。同様の構
図が、ＡｒＦ用のフォトレジスト開発に関しても見て取れる。実際、２０００年以降
にＡｒＦ露光装置の時代を迎え、ＪＳＲや住友化学に代表される我が国レジストメー
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カーが、世界のＡｒＦ用フォトレジスト市場でも大躍進するに至った*1103。また、未
だにその潜在力が顕在化しているとはいえないが、今後より本格的に導入が進むと予
想される半導体デバイスの変種変量生産方式用装置として大きな可能性を秘めた電子
ビーム直接描画装置、ＩＴＲＳ*1104（国際半導体ロードマップ）等で量産適用時期が
２０１６年以降と予想されている１６nm 以降の微細化技術として最有力視されてい
るＥＵＶ半導体露光装置に関する技術蓄積は、共に将来の国内外における半導体産業
の発展に大きく貢献する可能性を秘めている。（中馬委員）
・半導体技術では電子ビーム描画、ＡｒＦ用 レジスト、クリーニング技術等では実用化
も進展し波及効果は高かったと評価される。また磁気記録分野も高い世界シェアを確
保するなど波及効果があった。特にこの分野は大学を中心に潜在的に高い技術レベル
にあった状況に本事業のよる実用化加速が加わり好結果を生んだ。 これらに比し液
晶分野は省エネ性からその必要性は極めて高いものがあるが目標かつ必要技術レベル
は高く実応用的な観点から十分な波及効果を生むには至っていない。現在も殆どのデ
ィスプレイ企業、各研究機関で継続研究が続けられておりその技術の完成が待望され
ている。
（中嶋委員）
・本プロジェクトの終了時点の２０００年に５２．５Gbit/in2 の面記録密度で垂直磁気
記録方式のＨＤＤが実現する可能性を実証し、２００５年頃から１３０ Gbit/in2 を超
える面記録密度で市場に出た*1101。２００８年には３７０Gbit/in2 を超えるものがす
でに製品化され、６００Gbit/in2 を超えるものが数年後に実現可能であることも実証
されている*1105。２００７年以降、垂直磁気記録方式によるＨＤＤの出荷台数が面内
磁化方式によるものに替わって急激に増大し、２００９年には世界で生産されるほと
（中村委員）
んどのＨＤＤが垂直磁化方式によるものになる見込みである*1106。
・電子ビーム直描装置、電子ビームマスク描画装置としての実用化・商品化、ＡｒＦレ
ジスト材料としての実用化・商品化に実績が出ている。
（前口委員）
・磁気記録分野においては本プロジェクトが中心となって開発された垂直磁気記録技術
が実用化し、日本メーカーが優位に立った。電子ビームリソグラフィーやレジスト材
料においても圧倒的な優位に立っている。
液晶においても市場拡大の効果が見られる。
（松澤委員）
＜問題点・改善すべき点＞
・ＥＢ直描技術もプロジェクトで開発された技術はメーカーに継承され電子ビーム直描
装置の商品化が試みられた。何台かの出荷はあったものの、他のリソグラフィ技術と
競争してスループット性能で優位に立つことは難しく、ＥＢ直描装置の大量生産への
導入はできなかった。但し、この種の「難しい技術」に関する研究開発は国あるいは
産業として、怠ることなく継続的に研究しておくことは重要と考える。（石原委員）
・顕著な波及効果を発揮している諸技術は、いずれも事実上は所謂 分散研 方式によ
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って実施されてきた色合いが濃い。現時点における顕著な波及効果の発現は、成果の
発揮がより期待できる分散研方式に適したプロジェクトが選択された結果である可能
性もある。また、超微細感光技術プロジェクトの正規構成メンバーが半導体デバイス
メーカーだけであったことに象徴されるように、国際競争力が抜群に高い我が国装
置・材料メーカーが、
（現在に至っても）この種のプロジェクトの中で、依然として少
なくとも形式的には 黒子 的な役割を果たしているケースが少なくない。この点は、
ベルギー・ＩＭＥＣ*1107 等のコンソーシアムにおけるプロジェクト運営方式の中の装
置・材料メーカー等の役割と比べて顕著に異なっている。ただし、現行の EUV 露光装
置技術の開発・量産化プロセスで要請されているように、今後は、当該装置や半導体
デバイスメーカーに加え、光源・フォトレジスト等のメーカーや大学・国研等の研究
機関が、様々な利益相反問題を効果的に解決しながら、広汎かつ迅速に叡智を結集し
ていく必要性が格段かつ急速に高まると思われる。
（中馬委員）
＜その他の意見＞
・Ｘ線等倍技術の開発は、種々の理由により実用化には至らなかったものの、リソグラ
フィ分野に多くの技術的知見と人材を生み出し、主に以下のＥＵＶＬ技術開発に継承
された。Ｘ線縮小投影露光技術は、今もＥＵＶＬ実用化に向けて技術開発が推進され
ている。本ＡＳＥＴは、早期にＥＵＶＬ技術開発に緒を付けたという意義が大きい。
（石原委員）
・ＡｒＦ用フォトレジストの実用化に際しては、ＪＳＲとＩＢＭ・東芝の緊密な関係*1108
に象徴されるように、研究・開発の初期段階から、我が国のみならず欧米・アジアの
有力半導体デバイスメーカーとの地球規模における緊密なコラボレーションが実施さ
れてきた。したがって、上述のＡｒＦフォトレジストの世界市場における我が国メー
カーの圧倒的なプレゼンスは、そのような国内外の有力半導体デバイスメーカーとの
コラボレーションの成果が、当該超微細感光技術プロジェクトのインパクトに勝ると
も劣らない形で反映されていることに留意すべきであろう。
（中馬委員）
・今回の超先端電子技術促進事業ではＩＴ、家電事業を支える主な３基盤技術分野が含
まれており一概にその実用化の度合いを評価することは適当ではない。研究開発スタ
ート時の事業環境（競争環境、経営環境、技術の成熟環境等々）が大きく異なってい
た状況にあった。
ターゲットを明確にした事業推進が重要である。
（基盤技術開発、応用技術、国家戦略
としての製品化、生産技術等々、それぞれで進め方その後の評価が変わってくる）。
本事業（３分野とも）から知財（特許の活用、基本特許の取得等）戦略の強化が必要
である。
（中嶋委員）
・日本で先進的に開発された垂直磁気記録方式によるＨＤＤであるにもかかわらず、す
でに世界中、とくに米国の巨大ＨＤＤ企業でも垂直磁気記録方式への移行が急速に進
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んでいる。ディスクやヘッドも内製しているＨＤＤ企業を除き、部品を外部調達して
組み立てて出荷しているＨＤＤ企業では、それらの部品のかなりを日本製品が占めて
いる。
（中村委員）
・特許に関して技術収入的な面では貢献少ないが日本にＩＰを残すという防衛的な面も
評価したい。
（前口委員）
・反射型液晶についてはプロジェクトとしては目標を達成しているが、市場が広がって
いるようには思えず、市場性の評価が必要であったのではないか。（松澤委員）
（２）プロジェクト成果からの技術的な広がり具合
本プロジェクトにおいては、極めて広範囲な基盤技術をテーマとして取り上げた結果、
広い分野に広がりを見せている。最先端のプロセス・装置開発を通じて半導体産業の開
発環境を整備され、生まれた高精度計測・評価技術の他産業への波及、科学的解明成果
による大学研究への刺激効果も評価される。
本プロジェクトにおいて出願された特許は多数あり、磁気記録装置の特許のサイテー
ション分析を見る限りにおいて、技術的派生の多様な可能性を創成し、間接的インパク
トが大きかったと評価するが、電子ビーム分野における特許発明の登録率は、他の分野
に比較して２割程度と低く、かつ、サイテーションも少ないことから判断すると、派生
技術との関連性が不鮮明である。
半導体分野では、電子ビームリソグラフィー技術が、装置メーカーやマスク製造、素
材開発やデバイス設計･製造にいたる企業での製品の実用化や性能向上に向けた研究に
活用されている。また、当該技術の要素技術である光学や精密計測、露光分野の技術を
研究する主体が企業を中心に増加した。Ｘ線等倍プロジェクトで開発された技術がフォ
トマスク描画機の開発に、Ｘ線マスク技術がＥＵＶマスク技術に活かされている。また、
Ｘ線縮小プロジェクトの研究開発テーマは、ほぼそのまま現在のＥＵＶＬ技術開発に引
き継がれ、極短紫外光の光学系設計、ＥＵＶ光源開発、多層膜ＥＵＶマスク・反射ミラ
ー開発、そのための超精密加工技術、分子レジスト開発、など多くの技術開発テーマに
つながっている。
超先端プラズマ反応計測・分析･制御技術開発では、プラズマ反応に関する制御プロセ
スシミュレーションプログラムの開発につながり、プログラムと実験結果及びシミュレ
ーション結果をデータベースとして提供・公開された。この成果は、多くの企業に活用
され、これまで試行錯誤的に進められたプラズマ反応の制御を合理的に行うことに役立
っている。
超先端クリーニング基礎技術は、二流体ジェット霧状噴射機構の原理を活用した半導
体製造以外の精密工学分野での除去クリーニング技術、超音波クリーニング装置への波
及効果があった。
磁気記録分野では、本プロジェクト開始時点で、米国ＩＢＭには磁気ヘッドの性能で
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３年間の技術レベルの遅れがあったともいわれていたが、プロジェクト期間中に追いつ
き、追い越した。５２．５Gbit/in2 達成は世界初である。面内磁気記録方式から垂直磁
気記録方式に替わったことにより、ＨＤＤの小型大容量化が一段と推進されたが、大容
量高速化が求められる映像記録などの応用を広め、サーバーの小型大容量化と省エネ化
を進展させ、今日の情報爆発時代を支えている。開発の過程で生みだされた多くの派生
技術は、製品としてのハードディスク装置以外に、記録媒体としての磁気ディスク製造
産業及びその他部品としての精密モータやレーザー等の周辺装置産業の技術レベル向上
にも貢献している。
液晶分野では、ディスプレイ、半導体の生産・実装技術の分野にわたる派生技術を生
み出した。これらの派生技術は、国内のみならず、欧米や台湾、韓国のディスプレイメ
ーカでも採用する企業があり、派生技術を利用した研究主体が増えた、関連レポートや
講演でも、本プロジェクトの成果が引用されている例が多いなど、海外企業の技術開発
へ影響を与えた。
＜肯定的意見＞
・ＥＢ・Ｘ線リソグラフィについては、ＭＥＭＳ／ＮＥＭＳやナノテクを中心とするナ
ノ構造を扱う研究分野における微細加工手段としての広がりが大きい。
Ｘ線技術のリソグラフィ分野内の広がりとしては、Ｘ線等倍プロジェクトで開発され
たＸ線マスク描画装置技術がフォトマスク描画機の開発に、Ｘ線マスク技術がＥＵＶ
マスク技術に活かされている。また、Ｘ線縮小プロジェクトの研究開発テーマは、ほ
ぼそのまま現在のＥＵＶＬ技術開発に引き継がれ、極短紫外光の光学系設計、ＥＵＶ
光源開発、多層膜ＥＵＶマスク・反射ミラー開発、そのための超精密加工技術、分子
レジスト開発、など多くの技術開発テーマにつながっている。 (石原委員)
・磁気ヘッド等の特許のサイテーション分析を見る限りにおいて、技術的派生の多様な
可能性を創成し、間接的インパクトが大きかったと評価する。（菊池委員）
・ヒドロキシスチレンが事実上唯一のプラットフォーム樹脂であったＫｒＦフォトレジ
ストの時代に比べ、ＡｒＦの時代になると、プラットフォーム樹脂の数が急増した。
しかも、現在多用されている（ＮＥＣ・富士通発の）アクリル系ＡｒＦレジストの中
にも、さらに枝別れしたプラットフォームが少なからず存在している。このような状
況の中で、フォトレジストメーカーは、研究・開発段階において国内外の世界的な有
力デバイスメーカーとのより緊密な協力関係を保ちつつ、プラットフォーム樹脂その
ものをも新規に探索・設計（含む合成）
・開発しなければならなくなってきている。つ
まり、フォトレジストに関する特定のアーキテクチャ（設計思想）に基づいた発見・
発明・改良競争に加えて、アーキテクチャ自体の探索競争すらも、有力半導体デバイ
スメーカーとレジストメーカーとが一致協力して実施することが不可欠になってきて
いる。このような中では、以前にも増して、公的なプロジェクトによってより大胆に
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実施することができる探索型の研究・開発の比重が高まっている。同様の構図は、特
に、技術的難度が極めて高いといわれているＥＵＶ露光装置技術などに当てはまると
思われる。
（中馬委員）
・極めて広範な基盤技術をテーマとした本事業の成果は、報告書に取り上げる以上の広
い分野に広がりを見せている。本事業当時は３分野すべてで学会、シンポジウム等で
中心的な役割を演じ、そこから派生した技術的広がりは極めて大きなものがあったと
みられる。
（中嶋委員）
・ＧＭＲヘッド開発の成功は、ＴＭＲヘッドなど、その後の高感度・高分解能読み出し
ヘッドの日本における開発に大きな加速力を与えた。
面内磁気記録方式から垂直磁気記録方式に替わったことにより、これまでと同じ年率
４０％程度の面記録密度の向上が維持でき、ＨＤＤの小型大容量化を一段と進めた。
ＨＤＤの小型大容量化の進展は、大容量高速化が求められる映像記録などの応用を広
め、サーバーの小型大容量化と省エネ化を進め、今日の情報爆発時代を支えている。
（中村委員）
・最先端のプロセス・装置開発を通して半導体産業の開発環境を整備するとともに、生
まれた高精度計測・評価技術の他産業への波及、科学的解明成果による大学研究への
刺激効果は評価したい。
（前口委員）
・本プロジェクトは基盤的な技術を対象としており、
波及効果は大きかったと思われる。
また企業間や産学連携への発展の拡がりも大きい。
（松澤委員）
＜その他の意見＞
・ＥＢ直描技術プロジェクトはシングルビーム方式で技術開発が進められたが、結局他
の技術を凌駕するスループット性能の達成は難しかった。ここで開発された技術は、
マルチビーム方式を取り入れた上で、ＡＳＥＴマスクＤ２Ｉプロジェクトに継承され
ている。この種の単独社での開発が難しい技術開発は、同じような国プロのスキーム
で技術開発を継続することが適当と考えられる。
（石原委員）
・電子ビーム分野における特許発明の登録率は、他の分野に比較して２割程度と低く、
かつ、サイテーションも少ないことから判断すると、派生技術との関連性が不鮮明で
ある。(菊池委員)
・本事業推進の結果として見えてきた（例えば事業の枠を超えた）必要技術、新規技術
等があったと思われるが、そういった分野へのさらなる展開ができなかったか。
（基盤
技術研究に加え応用を見据えた技術開発を加える必要性、液晶以外の省エネディスプ
レイ技術等への展開。
）
（中嶋委員）
・１９９０年に入って、米国においてＨＤＤの面記録密度が急速に増大し、それ以前か
らも米国の後塵を拝していた日本のＨＤＤ技術は益々遅れをとる状況にあった。その
一つの理由に、米国では１９９０年に産学官によりＮＳＩＣ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓ
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ｔｏｒａｇｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ ）が結成され、産学連携に
よる技術開発をさらに加速したことにある。この背景には、日本では、交流バイアス
方式やメタルテープ、垂直磁気記録など磁気記録の主要技術が学で生まれ、産学でそ
の実用化が図られてきたことにあった。１９７５年頃に提案された垂直磁気記録方式
は、
１９８０年代に産学で盛んに実用化研究が進められたが、
当時は技術的に未熟で、
開発が足踏みし、学会での発表論文数も激減して、１９９０年頃から冬の時代を迎え
ていた。これを垂直磁気記録開発の「死の谷」の時代と呼ぶ人もいる。
この頃、この様な事態を憂いて、垂直磁気記録方式を含むＨＤＤ技術開発に対する国
の支援を当時の電総研の方を介して打診したこともあるが、米国との関係でコンピュ
ータ関連技術には支援できないと云われた。そのため産学の有志で方策を協議し、と
りあえず産学連携の組織を作ることになった。それが１９９５年に結成されたＳＲＣ
（Ｓｔｏｒａｇｅ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ）である。これは産学
で研究協力を進めると同時に、当時まだ学ではなじみの薄かった磁気記録について学
生にも興味を持って貰いたいという人材育成の側面もあった。その頃、通産省および
ＮＥＤＯから本プロジェクトのことが提案され、産業界はこれに参画することになり、
学も協力することに至った。当初は、ＧＭＲヘッドの開発と熱緩和に強い面内磁気デ
ィスクの開発が主で、垂直磁気記録には余り期待されていなかった様に記憶している
が、プロジェクトの後半になって、日立グループの熱心な努力により、本プロジェク
トの初期の目標を大幅に上回る記録密度５２．５Gbit/in2 で垂直磁気記録方式による
ＨＤＤの実用化に見通しを得た。
ＳＲＣは今でも続いており、我が国の磁気記録技術の進展に大きく寄与しているだけ
でなく、磁気記録関連の研究を行う学の数を増やし、人材育成に貢献している。本プ
ロジェクトがこれを進める原動力の一つになったことは云うまでもない。
（中村委員）
・他産業への技術移転効果、大学含めた技術波及効果も可能ならば評価対象にしたい。
（前口委員）
（３）国際競争力への影響
全ての分野において、国際競争力の顕著な増進が実現したと評価できる。その結果、
技術ポテンシャルに関して主導的なポジショニングが可能となり、国際標準化における
技術的発言力が高まった。本プロジェクトの実施は、タイミングも含めて適正であった
といえる。
半導体分野では、電子ビームリソグラフィーのプロジェクト成果は我が国の電子ビー
ム描画技術レベルの向上に寄与するとともに、特に装置技術のレベル向上への貢献が目
覚ましかった。超先端電子技術開発促進機構（以下 ＡＳＥＴと記す）における技術開
発とその後の産業界の努力と相まって我が国の電子ビーム装置の国際競争力は大いに高
まり、世界市場を席巻するに至った。その結果、現在は、半導体量産用電子ビームマス
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ク描画装置市場は我が国の２社により独占されている状態にあり、我が国の電子ビーム
装置が国際標準となっている。
縮小Ｘ線露光技術は、２０１２年の実用化を目指し継続研究が行われており、国内の
露光装置の技術基盤向上に貢献し、露光装置メーカーや半導体製造用フォトマスクメー
カの国際競争力強化に貢献している。
超微細感光技術は、フォトレジスト材の新材料開発に貢献し、半導体の集積度向上に
寄与した。ＡｒＦ用フォトレジスト材料市場の国内企業による世界シェアは２００４年
時点で９０％と、ほぼ独占するに至り、国際競争力強化にも貢献した。
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術開発では、半導体製造プロセスにおける基
礎的な知識や技術基盤のレベルが向上した。超先端クリーニング基礎技術開発では、ク
リーニング装置およびクリーニング装置開発における基礎的な知識や技術基盤のレベル
が向上した。
磁気記録分野では、ハードディスク装置における技術レベルが飛躍的に向上した。世
界シェアの向上がこれを証明している。ハードディスクの世界シェアは、１９９６年当
時で８％。２００６年に３３％（市場規模３兆３,４００億円）へ増加した。
本プロジェクト参加企業によるＩＢＭのハードディスク部門の買収事例が示すよう
に、外国企業との主導的な技術提携も行われており、本プロジェクトの成果を通じて業
界の再編も促進され、我が国がイニシアチブを獲得している。
液晶分野では、本プロジェクトにより、液晶ディスプレイの表示機能や省エネルギー
のレベルが向上した。その結果、国際競争力が強化された。欧米や台湾メーカーへ、こ
れらの技術を供与することにより、利益を生み出している。関連レポートや講演で、本
プロジェクトの成果が引用されている例が多いなど、海外企業の技術開発へ影響を与え
た。
プロジェクト終了時点での開発成果が世界的に見た時に世界トップレベルなのか、世
界トップに追いついたレベルなのかを客観的な比較の上で明確にする、また追跡評価時
点ではその後の技術競争力が世界比較の上で未だリードしているのかをチェックするこ
とが望ましい。
＜肯定的意見＞
・ＥＢリソのプロジェクト成果は我が国のＥＢ描画技術レベルの向上に寄与するととも
に、特に装置技術のレベル向上への貢献が目覚ましかった。ＡＳＥＴでの技術開発と
その後の産業界の努力と相まって我が国の電子ビーム装置の国際競争力は大いに高ま
り、世界市場を席巻するに至った。
（市場競争の結果として米国Ｅｔｅｃ社が電子ビー
ム装置市場からの撤退することとなった。）これは、ＡＳＥＴのテーマ設定がタイミン
グを含めて的確であった事を示している。
ＡｒＦプロジェクトがＡｒＦ用レジスト開発のための感光特性評価に果たした役割は
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極めて大きく、ＡｒＦレジスト市場で我が国メーカーの製品が強い競争力を持つに至
っている。なお、ＡＳＥＴでのレジスト評価については、Ｘ線縮小プロジェクトも同
様のＥＵＶレジスト評価の役割を果たした。これらから、装置や材料の性能評価とい
う仕事が共通基盤技術として大変に重要であることが分かる。（石原委員）
・全ての分野において、国際競争力の顕著な増進が実現したと評価できる。技術ポテン
シャルに関し主導的なポジショニングが可能になった。国際標準化における技術的発
言力を形成することができた。
（菊池委員）
・電子ビーム（フォトマスク）描画装置、ＡｒＦ用フォトレジストの世界市場シェアは
大幅に高まった。そして、極端な表現をすれば、前者ではほぼ全市場を、後者ではｇ
線、ｉ線の時代を凌駕するほどのガリバー的シェアを獲得するに至った。その結果、
マスクやフォトレジストのＳｐｅｃｉａｌｔｙ化の度合いがワンランク高まってきた
という状況と相まって、世界規模での広範囲かつ活発な（垂直的）企業間連携活動が
より顕著に観察されるようになってきた。このような傾向は、特にフォトレジスト市
場で顕著だと思われる。したがって、当該産業の国際競争力の向上と共に、我が国発
の上記実用化技術が世界の半導体産業の発展に大きな貢献をしてきていると判断され
る。
（中馬委員）
・関連分野での本事業の国際競争力確保に果たした役割は極めて大きいと判断される。
事業当時は厳しい経済環境も反映し半導体、磁気記録の分野は技術的にも世界特にア
メリカに伍して行けるかの瀬戸際にあり８０年代の優位性をベースにリードを継続で
きる状態になかった。その状態から立ち直り国際競争の先端を意識できる状況にした
効果は大きい。
液晶では事業スタート数年後にモバイル用途のカラー反射型液晶、半透過型液晶のデ
ィスプレイがすべて日本から商品化され、その後の高視野角技術、高速応答技術等其
の多くが日本発であることも国際競争力確保への影響は大きい。
（中嶋委員）
・マスク描画方式の国際的な業界標準化および電子ビームリソグラフィー技術・製品で
の日本リーダーシップ取得は評価したい。(前口委員)
・磁気記録分野、電子ビームリソグラフィーやレジスト材料においては日本メーカーが
優位に立った。液晶においても一定の影響力は見られる。（松澤委員）
＜問題点・改善すべき点＞
・ＡｒＦフォトレジスト等の高度かつ複雑な製品の場合、特に研究開発の最終段階にお
いて、より最先端でＮＡ（Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ Ａｐｅｒｔｕｒｅ）*1109 の高い量産
（直前）用のＡｒＦ露光装置により速く・深くアクセスする必要性が極めて高い。言
い換えれば、そのような機会に豊富に触れられるか否かが、その後の当該メーカーの
国際競争力の高低を大きく左右する。しかも、そのような機会の有効活用には、自ら
の材料・装置を使って実際に完成品としてＷｏｒｋする半導体デバイスを製造できる
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フルラインのクリーンルーム施設が不可欠である。現状、残念ながら、我が国のいず
れのコンソーシアムにも、資金制約などから、ベルギーＩＭＥＣやＮｅｗ Ｙｏｒｋ
ナノテクセンター*1110 等のように完成品として実際にＷｏｒｋするデバイスをＳｅｌ
ｆ−Ｃｏｎｔａｉｎｅｄな形で製造できるフルラインの施設が存在しない。このよう
な現状の制約は、今後何らかの形（例えば、国内の特定有力半導体デバイスメーカー
主体でのプロジェクト運営方式など）で打破されなければ、我が国半導体産業（デバ
イス・装置・材料）の国際競争力を維持・発展させていく際に大きな桎梏となってい
く可能性がある。なお、現状高い国際競争力を誇る我が国装置・材料メーカーの多く
や一部のデバイスメーカーは、このような貴重な学習機会を国外（米欧アジア）の企
業・組織（含むコンソーシアム）とのコラボレーションによって少なからず得ている。
その意味では、この種の貴重な学習機会に触れる機会が最も少なくなってきているの
は、我が国デバイスメーカーであるといえる。（中馬委員）
・日本で先進的に開発された垂直磁気記録方式によるＨＤＤであるにもかかわらず、す
でに世界中、とくに米国の巨大ＨＤＤ企業でも垂直磁気記録方式への移行が急速に進
んでおり、我が国の先導的地位が脅かされそうな状況にある。
現状は、垂直磁気記録方式を始め、磁気記録用各種パーツの開発技術に日本の優位性
がまだ若干保たれているが、これを維持し、さらに先導するためには、一層の国の支
援と産学のより緊密な協力、および研究開発拠点の形成が必要である。（中村委員）
・得られた科学的な知識や計測技術などの技術基盤レベル向上による日本のプレゼンス
向上への貢献も評価可能であればよい。
（前口委員）
＜その他の意見＞
・Ｘ線縮小のプロジェクトによる早い時期からのＥＵＶＬ技術開発への取り組みは、後
の日・米・欧世界３極で連携したＥＵＶＬ実用化に向けた研究開発において、大きな
イニシャチィブを発揮している。これは、何を何時、ＡＳＥＴの技術開発テーマとし
て取り上げるかの判断の重要性を示している。（石原委員）
・電子ビーム分野における特許発明の登録率は、他の分野に比較して２割程度と低く、
かつ、サイテーションも少ないことから判断すると、派生技術との関連性が不鮮明で
ある。
（菊池委員）
・世界のデバイス・装置メーカーは、直近１０年間でさらに寡占化傾向を強めてきてい
る*1111。そのような中、デバイス・装置・材料等メーカー間の研究・開発段階でのコ
ラボレーションが世界的な規模で実施されるようになってきている。そのような流れ
の中で、競争力が特に強いとされる我が国の材料・装置メーカーがさらに発展してい
くためには、国内における各種関連コンソーシアム等においても、国内外の叡智が結
集しやすい仕組みを目指す必要性がさらに高まるのではないだろうか。（中馬委員）
・プロジェクト終了時点での開発成果が世界的に見た時に世界トップレベルなのか、世
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界トップに追いついたレベルなのかを客観的な比較の上で明確にする、また追跡評価
時点ではその後の技術競争力が世界比較の上で未だリードしているのかをチェックす
ることが望ましい。(前口委員）

Ⅰ−２．研究開発向上効果
（１）知的ストックの蓄積度合
本プロジェクト終了後も関連プロジェクトが継続されている点は以下の分野の国際
競争力の強化にとって望ましいことと思われる。
半導体分野では電子ビーム関連プロジェクトの知的ストックを基に電子ビーム描画技
術の高解像度化、高精度化、高スループット化の研究開発が継続的に行われている。描
画装置技術の知的ストックはＡＳＥＴマスクＤ２Ｉプロジェクト(２００５年度〜)に
引き継がれ、マルチビーム描画機の開発が行われている。
Ｘ線等倍プロジェクトで生まれた知的ストックは直接的にはＥＵＶＬの研究開発に、
関連分野としてはリソグラフィ技術の高度化、小型の加速器を用いたシンクロトロン放
射光応用、ＭＥＭＳ/ＮＥＭＳ加工など多くの研究テーマに波及している。
このＥＵＶＬ研究開発は世界中が連携したＥＵＶＬ研究開発に展開して行った。極め
て基礎的な研究項目を含む技術開発であるという性格から、ＥＵＶ光オプティックス・
光測定、光源分野のプラズマ物理、マスク・反射鏡分野の多層膜科学・超精密工学、感
光プロセスの光反応化学、など多くの理学・工学分野の研究テーマをイニシエイトし、
今も精力的な研究開発が行われている。
超微細感光技術は、露光装置の技術やフォトレジスト材料評価の技術レベルの向上に
寄与しており、将来的には露光、材料系、レーザー等の要素技術開発にも寄与すると期
待できる。
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術における研究開発については、半導体製造
時のエッチング反応の制御技術に応用され、半導体製造装置の性能向上に寄与してい
る。
磁気記録分野では本プロジェクトの成果である垂直記録方式がＨＤＤの主流となり、
面内磁気記録に関する研究開発は既にほとんど終了し、垂直磁気記録方式、およびそれ
を基盤とする次世代磁気記録方式の研究開発に替わっている。
液晶分野では本プロジェクトの成果は、液晶表示装置の省エネ化等を進めるための基
盤技術として参加企業の研究開発に活用されている。
本プロジェクト終了後も研究者の多くが同分野で知識、経験、ノウハウを活かし活躍
中である点は評価できる。
本プロジェクトにより全ての分野で多くの特許が出願・登録されており、おおむね知
的ストックが促進されていると評価できる。磁気記録分野における特許のサイテーショ
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ン分析によれば、本プロジェクトにより出願された多数の特許が海外メーカー特許にも
多く引用されており、本プロジェクトにより開発された技術の影響度の強さが窺える。
＜肯定的意見＞
・ＡＳＥＴ−ＥＢ関連プロジェクトの残した知的ストックを基に、ＥＢ描画技術の高解
像度化、高精度化、高スループット化の研究開発は継続的に行われている。また、描
画装置技術の知的ストックは、ＡＳＥＴマスクＤ２Ｉプロジェクトに引き継がれ、マ
ルチビーム描画機の技術開発が行われている。(石原委員)
・Ｘ線縮小プロジェクトの場合、本プロジェクトから本格的にスタートしたＥＵＶＬ研
究開発が、世界中が連携したＥＵＶＬ研究開発に展開して行った。極めて基礎的な研
究項目を含む技術開発であるという性格から、ＥＵＶ光オプティックス・光測定、光
源分野のプラズマ物理、マスク・反射鏡分野の多層膜科学・超精密工学、感光プロセ
スの光反応化学など、多くの理学・工学分野の研究テーマをイニシエイトし、今も精
力的な研究開発が行われている。つまり、実用化側のニーズから基礎的な研究を掘り
起こした好例となっている。(石原委員)
・概ね、知的ストックの継承は行われていると評価する。(菊池委員)
・プロジェクト終了後も関連プロジェクトが、現在も新たな装いの下で継続されている
点については、その重要性から判断する限り、我が国にとって、同分野におけるさら
なる国際競争力の強化にとって望ましいことだと思われる。(中馬委員)
・参加研究者間の連携、協力体制等人脈面は本事業推進中、事業終了後を通して極めて
良好で大きな財産となっている点は評価できる。
その後の極めて大きな産業構造（事業再編）の変化にあっても一部を除き参加研究者
の多くが同分野で知識、
経験、ノウハウを生かし活躍中である点は評価すべきである。
(中嶋委員)
・媒体を始め面内磁気記録に関する研究開発はすでにほとんど終了し、垂直磁気記録方
式、およびそれを基盤とする次世代磁気記録方式の研究開発に替わっている。(中村委
員)
・ＥＢ描画技術含むマスク技術の日本の優位性は後継プロジェクトであるＤ２Ｉ、縮小
Ｘ線などでも継続して知的資産の蓄積がなされている。(前口委員)
・磁気記録分野、電子ビームリソグラフィーやレジスト材料、液晶においては知的スト
ックが促進されたものと思われる。(松澤委員)
＜問題点・改善すべき点＞
・プロジェクトから生み出された知財は多くあり、特許創出件数も多いが、参加企業間
で十分共有されていない（詳細開示がなされなかったため？）ため、積極的に有効活
用をしようとする雰囲気にかけているきらいがある。(中嶋委員)
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＜その他の意見＞
・Ｘ線等倍プロジェクトで得られた知的ストックは、直接的にはＥＵＶＬの研究開発、
関連分野としては、フォトや電子ビーム等のリソグラフィ技術高精度化の研究、小型
の加速器を用いたシンクロトロン放射光応用、マイクロ・ナノテクノロジー分野のＭ
ＥＭＳ／ＮＥＭＳ構造製作の研究などに波及している．本件に限らず先端技術開発に
とって、微細加工は極めて重要な共通基盤技術である。(石原委員)
・プロジェクト終了後から生じている業界再編成において、プロジェクトによって獲得
された強い技術の知的ストックがどのような役割を果たしたのかは定かではない。
(菊
池委員)
・科学・技術の発展を支えるテクノロジーの複雑化に伴い、公的プロジェクトは、今後
さらに探索的な色彩を強めていくと考えられる。そのような中で、当該産業における
研究開発力向上を図るために、当該技術に対する継続的かつ大規模な公的支援が今ま
で以上に要請されてくる筈である。しかも、その際に、探査型の研究を得意とする大
学・国研等と当該企業・組織とのより緊密な研究をより積極的に支援していく必要性
が高まっていると判断される。(中馬委員)
・大学に対する研究波及効果をどう評価するか工夫が必要である。光の干渉によるパタ
ーン変形などを補正するソフトウエア的なアプローチは本事業の対象範囲ではないが、
ソフトウエア開発、アルゴリズム構築やＥＤＡツール化含めて技術開発が遅れている
印象を受ける。
（前口委員）
・クリーニング基礎技術において知的ストックが図られたかどうかが不明である。(松澤
委員）
（２）研究開発組織の改善・技術戦略への影響
半導体分野では産学官が連携して特定の技術課題を明確に選択することによって、本
プロジェクトが研究者・技術者の交流基盤の構築に寄与した。特に集中研においてその
効果は顕著であった。製品開発に関しては各社間の良好な競争関係は維持された。半導
体フォトレジストの場合、極めて競争力の高い製品を戦略ツールとして、世界のデバイ
ス・装置メーカーや各種研究開発コンソーシアムとの交流の場が確保されていると判断
される。
参加企業の技術管理組織や研究開発部門を再編成する契機に一部の企業で寄与した。
研究予算は直接描画システム、超短波電磁波パターニングシステム、超微細感光技術、
プラズマ反応計測、クリーニング基礎技術で増額の契機となった。
一方、新技術の方向性が明らかとなりかつ候補技術の絞り込みが行われたことによ
り、参加企業が行う技術開発の絞り込みが可能となり研究開発予算の削減に貢献した場
合もあった。
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磁気記録分野では分散研であったが特に意識して企業間の壁を低くするように研究
計画、研究予算、学会参加報告、技術発表などをオープンな雰囲気で運営し、産学官の
間の良好な関係を築いたことは高く評価できる。
参加企業間の製品開発競争は厳しかったが良好な競争関係を維持し、家電業界等のメ
ーカーが経済的で効率的な製品をエンドユーザに提供することができるたことも大い
に評価できる。
研究開発費に関しては垂直記録媒体の研究テーマについて参加企業の予算増加に寄
与した。特許戦略に関して、参加企業はもともと積極的に取り組んでいる。
液晶分野では研究会や学会への参加も活発であり社内の研究会でも成果が活用され
ている。参加企業間(特に材料メーカーとデバイスメーカー、デバイスメーカーと装置
メーカー等)で同時に本プロジェクト参加の人脈を生かした事業連携が進んでいる点は
評価できる。又本プロジェクトがこの分野の継続研究と研究強化に繋がっている。
一方、確かに本プロジェクトは産業界の研究開発組織の改編に影響を与えたが、半導
体分野に関しては産業界が研究開発の多くの部分を国家プロジェクトに頼り過ぎたの
ではなかろうかという意見もある。
＜肯定的意見＞
・全てのＡＳＥＴプロジェクトは、産学官（特に産業界・企業間）の研究者・技術者の
交流基盤の構築に寄与した。特に、集中研方式のＡＳＥＴにおいて、その効果は顕著
であったと思われる。(石原委員)
・産学官が連携して特定の技術課題を明確に選択することによって、一種のオープンイ
ノベーションが実現したといえる。(菊池委員)
・本事業の側面支援を得て、当該参加企業が従来から保有していた高度な電子ビーム（フ
ォトマスク）描画分野や高分子合成、構造解析、物性・機能評価技術における高い潜
在技術力が大いに発揮されるに至った。特に、半導体フォトレジスト分野の場合、極
めて競争力の高いＡｒＦ用のフォトレジストを戦略ツールとして、世界のデバイス・
装置メーカーや各種研究開発コンソーシアムとの交流の場が確保されていると判断さ
れる。(中馬委員)
・参加企業間（特に材料メーカーとデバイスメーカー、デバイスメーカーと装置メーカ
ー等）で同時に本事業参加の人脈を生かした事業連携が進んでいる点は評価される。
本事業が各社内で本事業分野の継続研究と研究強化の引き金に成っている意義は極め
て重要である。(中嶋委員)
・新技術の方向性が明らかとなりかつ候補技術の絞り込みが行われたことにより、参加
企業が行う技術開発の絞り込みが可能となり研究開発予算の削減に貢献した。
（前口委
員）
・磁気記録分野においては企業買収など、組織の強化・再編につながる自信を与えたも
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のと考えられる。また総じて、企業を超えた研究者間の交流の促進が図られている。
(松
澤委員)
＜問題点・改善すべき点＞
・確かにＡＳＥＴプロジェクトが産業界の研究開発組織の改編に影響を与えたが、良い
影響ばかりではないと思われる。即ち、産業界が研究開発の多くの部分を国プロに頼
り過ぎる様になったという悪い影響も否めないのではないか。新技術を生み出す国プ
ロ側とその新技術を受け取って実用に結び付ける産業側の双方において、ともに技術
者と技術開発力が強化されてこそ、国・産業の技術開発力・事業化力の強化につなが
ると思われる。
（石原委員）
・本事業が主催する多くのプロジェクト事業は、形式的にはともなく、実質的には分散
研方式で行われてきたものが多い。たしかに、企業・組織の境界をまたいだプロジェ
クトでは、利益相反問題が深刻化するため、分散研方式が望ましいケースも少なくな
い。また、初期のＳＥＭＡＴＥＣＨ*1201 の事例に見られたように（例えば、Browning and
Shetler (2000)*1202）
、利益相反問題を効果的に解決する仕組みが導入されていないま
まに集中研方式を導入した場合、企業・組織間コラボレーションを効果的に達成でき
なくなるケースも少なくない。ただし、今後、テクノロジーの複雑化が急増するなか
でＳｐｅｅｄ−ｔｏ−Ｍａｒｋｅｔの要請がさらに高まれば、他社との情報交換や共
有をより効果的に促進するために、新たな研究・開発組織上のイノベーションが要請
されると思われる。 (中馬委員)
＜その他の意見＞
・研究開発組織の強化・改善に大きな影響を与えたとは思われない。(中嶋委員)
・共同開発を通した人的交流・人的移動が目に見えない形で企業間連携、大学研究の活
性化およびベンチャー企業育成に寄与していると思われるが評価は難しい。(前口委
員)
・超先端プラズマ反応計測、クリーニング基礎技術においては国による研究開発費の肩
代わりの域をでなかったのではないか。(松澤委員)
（３）人材への影響
本プロジェクトはいずれもその分野をリードする技術者を生み出した。総じて研究者
としての人材育成には一定の成果を上げている。
半導体分野では電子ビームリソプロジェクトは多くの電子ビーム技術者を輩出し，Ｘ
線等倍プロジェクトはＥＵＶＬ開発のためのリソや装置技術者を輩出した。
電子ビーム直接描画、マスク電子ビームはその高い装置技術により ASET 及びメーカ
ーは国内外から高く評価されたと考えられる。
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超微細感光技術ではＡｒＦ用レジスト材の開発分野で日本有数の研究者が生まれる
と共に、ＡｒＦ用レジスト材の世界シェア拡大がもたらされた
集中研方式では人的交流促進のメリットは大きく、研究者間の人的交流は活発に行わ
れ、本プロジェクト後も引き続き人材育成に寄与している。
磁気記録分野では本プロジェクトやＳＲＣ(Ｓｔｒａｇｅ ＲｅｓｅａｒｃｈＣｏｎ
ｓｏｒｔｉｕｍ)の活動等を通じて、学生等に対しても磁気記録への興味と理解が深ま
り、この分野の人材育成の面で大いに寄与した。もともとこの分野は国内外で第一人者
と評価される研究者が従事している。論文発表、博士号取得は活発に行われた。分散研
方式であり、技術的成果も出たので本プロジェクト従事者の企業内の評価も高まった。
人的交流は意識して行われた。世界で最初に垂直磁気記録を出し、その後も世界をリー
ドしているので国内外からＡＳＥＴ、メーカー共に高く評価されている。
液晶分野では人的交流は活発に行われた。プロジェクトでの博士号取得者も多く、学
会で主導的な立場になった人も多い点は評価できる。
集中研方式で実施されたプロジェクトでは、研究テーマが将来を見た各社共通の基礎
的なもので製品化に直ぐに結びつかないためか、参加した研究者の帰社後の社内の評価
に必ずしも結びついていないとの意見もある。また分散研で実施されたプロジェクトで
も製品化に結びつかなかった研究に関しては同様との意見もある。
＜肯定的意見＞
・ＡＳＥＴプロジェクトはいずれもその分野をリードする技術者を生み出し、かつ、半
導体分野ではＡＳＥＴ自身が組織として欧米研究開発コンソーシアムのカウンターパ
ートの役割を果たした（今も果たしている）
。(石原委員)
・具体的には、電子ビームリソプロジェクトは多くの電子ビーム技術者を輩出し、Ｘ線
等倍プロジェクトはＥＵＶＬ開発のためのリソや装置技術者を輩出した。博士や第一
人者の輩出はＭＲＩ報告書の通りであるが、もう少し多く出ても良かったかもしれな
い。(石原委員)
・集中研方式による人的交流促進のメリットは大きかったといえる。(菊池委員)
・事業に参加した若手研究者がその後の技術開発の中心になった例が多く、学会で主導
的な立場の人も多い点は高く評価される。また学位取得者が相当数みられる（液晶分
野では少なくとも６名が取得）
。
プロジェクト参加者間の人的交流は活発で現在も多くが継続している。(中嶋委員)
・本プロジェクトやＳＲＣの活動等を通じて、学生等に対しても磁気記録への興味と理
解が深まり、この分野の人材育成の大いに寄与した。(中村委員)
・同業種間、異業種間の交流を含めて活発な人的交流が行われる点は国家プロジェクト
における人材育成のよい面で、本事業はこれに該当する。(前口委員)
・総じて研究者としての人材育成には一定の成果を上げている。(松澤委員)
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＜問題点・改善すべき点＞
・産業界からＡＳＥＴへの研究者・技術者の増員は行われたと思うが、それを補う産業
側での研究者・技術者の採用・補充・強化が行われたかどうか疑問であり、検証が必
要と思われる。
（石原委員）
・参加企業の研究開発組織が再編成されるような局面が発生した場合、組織的な研究開
発能力の維持とは異なって、プロジェクトに参加することによって個人的に獲得され
た能力が適正に評価されない。(菊池委員)
・出向研究者に対する受け入れ研究組合評価と親元企業の人事評価に食い違いが生じて
いる点は改善すべきと思われる。(前口委員)
・プロジェクトに従事した人材の参加企業における評価の向上に結びついているとは必
ずしもいえないようであり、企業での人材の評価をどう図るかという課題がある。(松
澤委員)
＜その他の意見＞
・現在博士取得者は調査報告書に記載された以上であり、学会で主導的な立場のひとも
多い。反面、帰社後の社内での評価が高くない点は問題点といえる。(中嶋委員)
・参加した研究者がプロジェクト終了後退職する例に関しては、研究者の能力発揮の機
会が増えた良い例と、上に述べた人事評価の食い違いによる悪い例とがある。(前口委
員)
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Ⅰ−３．経済効果
（１）市場創出への寄与
電子ビーム描画装置、ＡｒＦフォトレジスト材料および磁気記録のプロジェクトにお
いて、市場の拡大と世界市場における日本企業のシェア拡大に貢献した。かつ本プロジ
ェクトによりメインストリームとして構築された基盤技術、微細加工技術を通じて、半
導体産業の成長に大きく寄与した。
電子ビーム描画装置のプロジェクトは次世代マスク描画装置市場及びシェアの拡大
において、ＡｒＦフォトレジスト材料のプロジェクトは新レジスト開発において貢献し
た。この２つのプロジェクトが無ければ、現在の半導体産業の発展は相当厳しいものに
なっていたと考えられる。
磁気記録プロジェクトにおいては、小型大容量化、高信頼性により、消費者用ＨＤＤ（例、
ＨＤＤレコーダー、ホームビデオ）が拡大、磁気テープを代替しての放送・業務用へのＨ
ＤＤ応用加速、外付けＨＤＤの拡大、さらには可換型ＨＤＤの導入が見込まれている。
電子ビーム直接描画、Ｘ線等倍プロジェクトは直接的な大きな市場の創出に至っていな
いが、その技術は化合物半導体デバイス、磁気ヘッド、ＭＥＭＳ等の先端微細加工製品に
使われ、新市場創出に貢献している。Ｘ線縮小露光技術として継承され、２０１２年での
ＥＵＶＬの実用化を目指し、本プロジェクト参加企業を含め半導体企業１０社の参加する
株式会社半導体テクノロジーズ（Ｓｅｌｅｔｅ）で継続的に研究が行われている。
超先端プラズマ及び超先端クリーニングプロジェクトは、プロジェクト終了後の業界
再編、市場動向を見る限り、プロジェクトの技術成果が市場ニーズを組み込めていない。

＜肯定的意見＞
・マスクＥＢ、ＥＢリソグラフィのＥＢプロジェクトは、次世代用マスク描画機市場の
拡大と我が国企業のシェア拡大に貢献した。ＡｒＦプロジェクトは評価を通して新レ
ジスト開発に大いに貢献した。
（石原委員）
・失われた１０年という時代を乗り切るために貢献したプロジェクトであったといえる。
電子ビーム描画装置の世界市場シェアが倍増したが、プロジェクトの貢献が大きかっ
たといえる。
（菊池委員）
・９０年代半ば以降におけるさらなる微細化の流れの中で、ＯＰＣ等のＤＵＶ波長を遙
かに下回る回路線幅を実現するための超解像技術実現に不可欠な電子ビーム（フォト
マスク）描画装置やＡｒＦフォトレジスト市場の創造に多大な世界的寄与をした。実
際、これらの我が国発技術無しには、現在の半導体産業の発展は相当に難しかった筈
である。
（中馬委員）
・本事業直接の成果からの市場創出とは必ずしもいえないが国際競争力を確保し高いシ
ェアを確保している事業分野も多い。（中嶋委員）
・以下の様にコンシューマ用ＨＤＤの用途と市場が、小型大容量化と信頼性の向上と共
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に拡大しつつある。
（１）市場占有率が増大したことはもとより、ＨＤＤレコーダやホームムービー、ド
ライブレコーダや監視用レコーダ等映像記録への応用が広がり、コンシューマ
分野への新たな市場拡大が見込まれる様になった。
（２）磁気テープに替わりＨＤＤを放送用や業務用映像記録および編集システム等に
用いる動きが加速化されつつある。
（３）従来は内蔵ＨＤＤが中心であったが、外付け型ＨＤＤの市場が拡大し、耐衝撃
性を高めた可換型ＨＤＤも市場に出つつある。（中村委員）
・半導体微細加工技術はいずれ他の部品産業・新市場創出に展開されると思われるが定
量的に予測するのは難しいが、本半導体プロジェクトは正に半導体のメインストリー
ムとなる基盤技術であり、その成果は半導体産業の成長に大きく寄与している。
（前口
委員）
・磁気記録分野、電子ビームリソグラフィーやレジスト材料においては明らかに市場創
出が行われた。
（松澤委員）
＜問題点・改善すべき点＞
・プロジェクト終了後の業界再編成の中において、プラズマ反応計測市場、クリーニン
グ市場等の動向をみる限りにおいて、プロジェクトの技術的成果が市場ニーズの動向
を必ずしも組み込めてはいない。（菊池委員）
＜その他の意見＞
・ＥＢ直描、Ｘ線等倍のプロジェクトは直接的な大きな市場の創出には至らなかった。
Ｘ線縮小はＥＵＶＬ技術としてまだ研究開発フェーズにあり、市場創出までにはまだ
相当の時間を要する。
（石原委員）
（２）経済的インパクト
電子ビーム描画装置、半導体レジスト材料は、半導体技術の中核をなす微細加工技術
を支える装置・材料事業であり、その半導体事業への貢献さらには、電子機械工業への
貢献はきわめて大きい。特に、半導体レジストは、（すくなくとも今回の不況までは）
売上高営業利益率１０%以上という高収益体質を実現した。また電子ビーム描画装置事
業は、高シェアと次世代技術開発への投資体力を確立した。
磁気記録分野においては、垂直磁気記録方式が実用化され、面内磁気記録方式を代替し
たことにより、面記録密度が継続的にかつ高率で拡大し、民生用機器（例、ＨＤＤレコ
ーダー）および業務用機器（例、放送用）での新規用途の拡大、記録の高密度化による
高機能化（例、ノートパソコンの処理能力拡大）を実現した経済的貢献はきわめて大き
い。
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＜肯定的意見＞
・製品が多様化する磁気記録分野においては、経済的インパクトは大きかったものと推
論できる。
（菊池委員）
・電子ビーム（マスク）描画装置、ＡｒＦ用フォトレジストメーカーは、当該製品に関
してガリバー的シェアを獲得するに至った。
その結果、
特に材料メーカーにおいては、
国際競争力の低下傾向が著しい我が国半導体デバイスメーカーに比べて、
（少なくとも
直近の大不況前までは）対売上高営業利益率が１０％を越えることが珍しくなかった。
（中馬委員）
・調査報告書に記載されているとおり相当大きな経済波及効果を生み出している。
（中嶋
委員）
・垂直磁気記録方式が実用になり、面内磁気記録方式が数年で垂直磁気記録に入れ替わ
ったことで、磁気記録の面記録密度が依然として３０〜４０％で向上できていること
は、本ＰＪの大きな成果である。それにより以下のような新たな市場への拡大も見込
まれ、益々増大する創製および流通する情報量の受け皿としてＨＤＤ市場も巨大化し
ていくことで、大きな経済的インパクトを潜在的にもっている。
ＨＤＤレコーダやホームムービー等映像記録への応用が広がり、コンシューマ分野へ
の新たな市場拡大が見込まれる様になったこともあり、内蔵型のみならず外付け型の
利用も増大し、さらに耐衝撃性を高めた大容量の可換型ＨＤＤも市場に出て、放送用
など磁気テープを代替する市場への拡大も期待されている。
（中村委員）
・半導体微細加工技術は半導体産業のコア技術なので半導体産業への直接的な貢献、半
導体を使った電子機器産業や電子機器によるサービス産業への間接的なインパクトは
大きい。
（前口委員）
・半導体分野における直接的な売り上げは大きくないが、経済全体への波及効果は大き
い。また日本が今後、生産財での優位に立つという戦略上のインパクトが大きい。磁
気記録においては明らかに経済的なインパクトがあった。（松澤委員）
＜問題点・改善すべき点＞
・設備投資サイクルによる景気変動の影響を受けやすい技術領域である。また、高額な
装置の投資効果は大きくないものと考えられる。
（菊池委員）
・成果を生かし雇用促進が積極的に図られたかは不明である。（中嶋委員）
＜その他の意見＞
・個別売上げの結果は社会環境とそれぞれの企業の経営戦略、商品戦略等で異なる。そ
れ故、国プロに参加する企業は、国プロの成果が自社にもたらす経済効果をよく見極
め、もっと本気で国プロ成果を自社事業に生かす意識が必要である。
（中嶋委員）
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・装置のように売り上げ増加につながる経済インパクトは評価可能と思われるが、プラ
（前口委員）
ズマ反応解析のような基礎技術解明による経済インパクトは難しい。
（３）産業構造転換・活性化の促進
本プロジェクトは、国家プロジェクトの本来の分担分野である基盤技術、具体的には
生産財（電子ビーム描画装置）事業、材料（レジスト）事業において、高品質（高解像
度、高精度）、高生産性の次世代技術開発で国際的な優位を、更には半導体業界におけ
る不可欠の先端技術の担い手としての地位を確立し、活性化と雇用拡大ができた。又、
半導体マスク事業の世界シェアアップ、電子ビーム直接描画装置による回路試作サービ
ス事業創出の効果もあった。
磁気記録事業では、革新的な垂直磁気記録方式の開発成功により、技術開発の主導性
を握り、世界市場における日本企業のシェアが向上、業界再編の主役になることができ
た。又、記録の高密度化が、携帯型音楽機器等の新規用途を開発に繋がった。
ディスプレイ産業では、異業種からの参入によりＥ−ＢｏｏＫ等の新用途創出を実現
した。また液晶技術の向上に寄与しており、ブラウン管方式から液晶方式への移行に貢
献した。
産業構造の変化に付いては、本プロジェクトの事業領域が、製品価格が長期的に低下
するという環境であり、技術課題解決による影響力拡大はあっても、産業構造の転換を
促すまでの影響力は無かったとの意見がある。しかし、素材の品質改善に大きな貢献を
成したことは確かであるから、フラットパネルや情報通信機器に対する市場競争力が大
きく改善し、産業空洞化の進行を歯止める効果があったといえる。
＜肯定的意見＞
・半導体分野のＡＳＥＴプロジェクトは、産業構造転換というよりは、低迷期にあった
半導体産業の研究開発・技術開発のアクティビティ低下を補強し、国プロ主導で活性
化することを狙いとして設置された．この狙いはその後の経緯から見て、達成された
と考える．但し、本プロジェクトの効果は、半導体産業そのものでなく、半導体の製
造を支える装置、材料の分野で顕著な成果を生み出している．本来、基盤技術の高度
化が国プロの分担すべき分野であるという視点からすると、当然で適切な帰結であっ
た．
（石原委員）
・高品質製品の供給を可能にし、生産性の向上に寄与したものと評価する。
（菊池委員）
・電子ビーム（フォトマスク）描画装置市場は、９０年代半ば前後まで高い国際競争力
を保持していた米国ＥＴＥＣの競争力弱化（ＥＴＥＣは、Ａｐｐｌｉｅｄ Ｍａｔｅ
ｒｉａｌｓの１部門として吸収合併後に廃止）に象徴されるように、ほぼ我が国メー
カーの独壇場となった。同じ状況は、ＡｒＦフォトレジスト市場に関してもほぼ当て
はまる。事実、ｇ線やｉ線、ＫｒＦの時代までは高い競争力を保持していた米国系や

33

ドイツ系のレジストメーカーは、米国Ｒ＆Ｈ等を例外として、相次いで市場から撤退
するに至った。そして、当該Ｒ＆Ｈも、現在デュポンとの吸収合併交渉が本格化して
いる。その結果、ＩＮＴＥＬ、ＩＢＭ、東芝、Ｓａｍｓｕｎｇ、ＴＳＭＣ等々の世界
の名だたる半導体デバイスメーカーの殆どが、研究・開発・量産のいずれのステージ
においても、我が国フォトレジストメーカーとの深い結びつき無しには立ち行かない
状況にある。
（我が国フォトレジストメーカー自身も、これらのメーカーとのコラボレ
ーション無しには立ち行かない状況にあることはいうまでもない。）（中馬委員）
・間接的であるが高密度記録技術（半導体メモリー、ハードデスクメモリー）はモバイ
ル、携帯音楽機器等の新ジャンルを生み出している。（中嶋委員）
・異業種（印刷、カメラ、オフィス）からのディスプレイ産業への参入により新商品（棚
札、Ｅ−ブック）が出現している。
（中嶋委員）
・本プロジェクトによってマスク事業のシェアアップ、レジスト事業のシャアアップが
図られて日本にリーデイング企業が生まれたことは雇用含めて産業活性化に大きな役
割を果たした。
（前口委員）
・プロジェクト成果による生産業務の改善や生産性向上は定量的に評価するのは難しい
が、定性的には大いに貢献したといえる（前口委員）
・半導体そのものではなく、
生産財での優位に立つという戦略上の役割を果たしている。
また磁気記録においては明らかに日本企業が優位になり、市場も拡大した。
（松澤委員）
＜問題点・改善すべき点＞
・国プロのテーマ設定に当たっては、商品やサービスが直接消費者に見える産業もさる
ことながら、それを支える基盤産業にフォーカスして考える視点が重要である．
（石原
委員）
・製品単価が長期的に低下するという市場制約の下において、技術的課題を解決するこ
とによって相対的な影響力は大きくなるものと期待できるが、産業構造の転換は、産
業技術の重層的な積み上げ効果によって実現するものであり、当該技術による生産性
の向上が産業構造の変化を引き起こしたかは再考の余地がある。しかし、素材の品質
改善に大きな貢献を成したことは確かであるから、フラットパネルや情報通信機器に
対する市場競争力が大きく改善し、産業空洞化の進行を歯止める効果があったといえ
る。
（菊池委員）
・電子ビーム直接描画装置を使った回路試作サービスなどのベンチャー企業が生まれた
点も評価されてよい。
（前口委員）
＜その他の意見＞
・本プロジェクトが対象とする液晶分野での市場はさほど活性化されておらず、分野選
定として課題があったのでないか。
（松澤委員）
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Ⅰ−４．国民生活・社会レベルの向上効果
（１）エネルギー問題への影響
半導体の微細化、高機能・高性能化による半導体製品の省電力化、及びこれら高度化
した半導体製品を使った電子機器やＩＴシステムの省電力化に、本プロジェクトの成果
が大きく貢献している。
磁気記憶装置のＨＤＤは、コンピュータ用途（各種サーバ、データセンター等）のみ
ならず、あらゆる生活場面に広がるコンシューマ用途向け電子機器に、際限無い小型大
容量化ニーズに応える形で急速に普及しており、その記録密度向上による省エネルギ
ー、省スペースへの貢献度は計り知れない。
半導体、磁気記録、液晶の３分野ともにエネルギー問題全体での総合的な寄与度の定
量評価は難しいが、人口増とともに進む世界の電子化、ＩＴ化の大きな流れの中で、一
つ一つの製品、システムの省エネルギー化の積分効果としての意義は極めて大きい。

＜肯定的意見＞
・微細化、高機能化が省エネルギーに貢献したと考える。（菊池委員）
・半導体微細化開発の促進による半導体製品の省電力化、および半導体製品を使った電
子機器やＩＴシステムの省電力化に本プロジェクト成果は活用されている。（前口委
員）
・半導体分野、磁気記録分野、液晶分野共にエネルギー問題全体での寄与は顕著ではな
いが、IT 分野のエネルギー問題に対しては大きな貢献をしている。（松澤委員）

（２）環境問題への影響
半導体プロセスにおいて、プラズマ反応の解明により、温室効果の高いＰＦＣに替わ
る代替ガスＣ４Ｆ６の開発に成功した。現在、この代替ガスが主流となり、環境負荷削減
に寄与している。
超先端クリーニング技術の成果を活用したクリーニング装置は、水と高圧空気を利用す
るだけなので、従来の洗浄薬液を使う方法に比べ、環境負荷を軽減している。
垂直磁気記録方式ＨＤＤの小型大容量化は、各種サーバーや問題化しつつあるデータ
センターの省エネ化に寄与し、省エネ化を通じて環境負荷低減にも貢献している。
＜肯定的意見＞
・地球環境保全に係る温室効果に関しては、その負荷を軽減するための対応がなされた
ものと評価する。
（菊池委員）
・半導体プロセス技術関連では大きな成果を生み出した。また、省エネ化により環境問
題に貢献している。
（中嶋委員）
・垂直磁気記録方式によるＨＤＤの小型大容量化は、
各種サーバーの省エネ化に寄与し、
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問題化しつつあるデータセンターの省エネ化にも寄与する筈である。
（中村委員）
（前
・プラズマ反応の解明が温室効果の高いＰＦＣに替わる代替ガスの開発に寄与した。
口委員）
・半導体プロセス分野では幾分かの貢献が見られる。（松澤委員）
＜問題点・改善すべき点＞
・特定有害物質等に係る対応が図られたか否か不明である。
（菊池委員）
（３）情報化社会の推進
情報ネットワークの高度化・ユビキタス化、情報活用の高度化、情報の蓄積コストの
改善等高度情報化社会を実現していくには、半導体、記録媒体、表示装置等の分野での
技術の進展が不可欠である。本プロジェクトは、半導体微細化・高性能化、ＨＤＤの小
型大容量化、さらには携帯電話等に象徴される液晶表示の高精細化・省エネ化のための
基盤技術に寄与しており、高度情報化社会を推進する根幹技術の向上に大きく貢献して
いる。
＜肯定的意見＞
・微細化技術の実現によって、移動体による機器が普及し、かつ、情報の蓄積コストが
大きく改善することに寄与した。（菊池委員）
・インテル製ＭＰＵの９０年代半ばから２０００年初頭までの驚異的なクロック・スピ
ード向上に象徴される半導体産業の発展は、社会の情報化を急速に進展させた。実際、
「人」を含むあらゆる情報媒体間の広範囲なネットワーク化・常時接続化により、即
時処理による情報伝達、ジャストインタイムでの情報利用、分析視点のズームイン・
ズームアウト（拡大・縮小）が自在な情報活用、それらの有効活用によって可能とな
る幅広く深い情報共有が可能となったことによって我々の社会生活が一変した。そし
て、このような半導体産業の驚異的な発展は、我が国の装置・材料メーカー無しには、
とうてい実現できなかった。
（もちろん、我が国装置・材料メーカーの発展は、半導体
産業の発展を主導した世界の有力半導体デバイスメーカー無しにはあり得なかった。
）
このような意味では、やや間接的ながら、当該国家プロジェクトの役割は、相当に大
きかったと判断される。
（中馬委員）
・情報社会は加速度的に進展しているが、その中で利便性の観点からはユビキタス性が
非常に重要であり、その目的には本事業のプロジェクト全てが大きな効果をもたらし
ているといえる。
（中嶋委員）
・情報化社会の進展は、情報爆発と云われるほど創製し流通する情報量を急激に増大さ
せているが、ＨＤＤの小型大容量化はそれを一時的ないしは半永久的に保存する受け
皿の役割を担い、情報化社会の促進に大いに貢献している。
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映像のディジタル化、ハイビジョン化の進展と共に、情報ストレージ装置の大容量・
高速化が求められるが、本プロジェクトの成果である垂直磁気記録方式によるＨＤＤ
はこれに応え、コンシューマ用だけでなく、放送用や映像業務用などへの適用が進ん
でいる。
（中村委員）
・本プロジェクト成果による半導体微細化技術の進展、半導体プロセス技術の高度化に
よって、半導体応用製品の機能向上、低価格化が実現して情報化社会の進展に大きく
貢献した。
（前口委員）
・半導体分野、磁気記録分野、液晶分野、それぞれが情報化社会の進展に対して不可欠
な技術であり、情報化社会の推進に大きく貢献した。（松澤委員）

（４）安全、安心、生活の質
本プロジェクトで開発された、電子ビーム描画装置、ＡｒＦフォトレジスト材料が、
現在の半導体の進展に大きく貢献しているという点から、情報システムや携帯情報機
器、ディジタル家電等を介し、国民生活の質の向上、利便性、安全性向上に寄与してい
るといえる。
磁気記録での本プロジェクトの成果が、ＨＤＤビデオ、携帯音楽プレーヤを生み出し
たことは、ＡＶ文化の進歩に大きく貢献し、国民生活の質の向上、利便性の向上に大き
く貢献している。
＜肯定的意見＞
・情報システムやディジタル家電の製品を介して、国民生活の質の向上に寄与したもの
と評価する。
（菊池委員）
・カーナビはもちろん、ドライブレコーダや監視カメラの記録など、安全・安心な生活
に不可欠なものになりつつある。また小型大容量な HDD の映像記録における利用が促
進されると、ＴＶ放送の視聴の仕方やインターネットなどによる映像鑑賞など、いつ
でも、場合によっては何処ででも、そして誰でも楽しめる、ユビキタスな生活スタイ
ルが実現できる。
（中村委員）
・高密度化による各種機器の利便性、軽量薄型化、省資源による生活環境の改善等その
間接効果は大きい。
（中嶋委員）
・本プロジェクト成果による半導体製品の高度化、半導体を使った電子機器の高度化に
よって安心・安全な社会、高齢化社会が実現される。（前口委員）
・半導体分野、磁気記録分野、液晶分野共に安全、安心、生活の質の向上に一定の貢献
をしている。
（松澤委員）
＜その他の意見＞
・プロジェクトによって獲得され、派生した技術群が、どのような製品として、国民生
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活のどの部分に参画しているのかについて、具体事例による説明も必要である。(例え
ば、液晶分野の多層型反射素子技術は、バックライトを必要としない液晶ディスプレ
イ製品を作り、パソコン、携帯等のディスプレイに組み込まれることによって、その
省エネ効果によって長時間の持続的利用が可能になり、さらに、その表示性能が向上
したことによって、多様な情報を的確に識別することができるようになった。)（菊池
委員）

Ⅰ−５．政策へのフィードバック効果
（１）その後の事業等への影響
本プロジェクト終了後、半導体関連を中心に後継プロジェクトが実施されており、本
プロジェクトの成果や改善提案、反省点等は、次の国家プロジェクトに引き継がれ、活
用されている。
半導体分野では、ＭＩＲＡＩプロジェクト（２００１年スタート）、ＨＡＬＣＡプロ
ジェクト（２００１年スタート）、Ｄ２Ｉ研究プロジェクト（２００５年スタート）な
どが実施されている。
磁気記録分野では、基礎的な研究開発は終了し、企業において製品化が行われている。
将来の数Ｔbit/in2 クラスのためのＴＭＲヘッド開発は、主要な企業開発テーマとなっ
た。また、スピントロニクスなどの新たな学問分野を生みだす一方、さらに高密度大容
量化を可能にする次世代の開発テーマを生み出している。
また、本プロジェクト実施期間中に、産業活力再生特別措置法第３０条（日本版バイ
ドール法）が成立し、知的財産権の帰属問題が解決したことが、企業が国家プロジェク
トジェクトに参加する誘因を高めた。
＜肯定的意見＞
・プロジェクトの成果や改善提案、反省点等が、ＡＳＥＴ等に継続、反映されている。
（菊池委員）
・ＧＭＲヘッドやＴＭＲヘッドの開発は、スピントロニクスの応用という新たな学問分
野を生み、さらに高感度で高分解能な次世代の読み出しヘッドやマイクロ波アシスト
記録方式などの新たな開発テーマを生み出している。（中村委員）
・本プロジェクトを契機に半導体に関わるいくつかのプロジェクトが始まった。
（前口委
員）
・ＭＩＲＡＩ、ＨＡＬＣＡなどの国家的なプロジェクトの体制構築に発展した。
（松澤委
員）
＜問題点・改善すべき点＞

38

・プロジェクトを始める前から成果の事業化が強く期待されすぎる傾向が生まれた。
（評
価基準が一元的すぎるのではないか。）（中嶋委員）
＜その他の意見＞
・同プロジェクト事業の実施形態は、実質的に（あるいは運営上）は分散研方式で行わ
れてきた。その後においても、この傾向が依然として一般的のようである。
（中馬委員）
・本事業以前の国プロでの課題であった知財の帰属問題が日本型バイドール制度という
形で導入されたことは民間サイドの国プロジェクト参加への大きな転機と成っている。
民間主導との区分け（プロジェクト費用に関し全額民間、50％補助、100％委託等）の
ケーススタディーにもなったのではないか。
（中嶋委員）
・磁気記録分野については、本プロジェクトに参加した企業や大学においてもさらに継
続して研究開発が進められており、ＨＤＤの高密度大容量化をさらに促進する展望を
開くことが急務である。
（中村委員）
（２）産業戦略等への影響
本プロジェクトにより、ユビキタス社会やＩＴ化の進展を支える、半導体製造装置の
重要性が理解され、日本の産業競争力の基盤となっている。
また、リソグラフィ技術開発で得られた「微細加工技術」は、ナノテク研究やナノバ
イオ研究用のツールとして利用されている。
半導体分野では、ＭＩＲＡＩ、ＨＡＬＣＡ、マスクＤ２Ｉなどのプロジェクトに引き
継がれ、半導体製造装置、半導体材料において日本が技術、シェアを含めリーダーシッ
プを取っている。
液晶分野では、直接的な波及は乏しいが、ディスプレイ技術の重要性が認識され、そ
の後の様々な薄型ディスプレイのプロジェクトの立ち上げにつながった。
＜肯定的意見＞
・リソグラフィ技術開発で得られた「微細加工技術」は、ナノテク研究やナノバイオ研
究用のツールとして大いに利用されている。
（石原委員）
・ＭＩＲＡＩ、ＨＡＬＣＡ、マスクＤ２Ｉのプロジェクトの基盤となった。
（菊池委員）
・半導体を基盤技術とした情報技術（ＩＴ）の急速な進歩は、
「人」を含むあらゆる情報
媒体間の広範囲なネットワーク化・常時接続化により、即時処理による情報伝達、ジ
ャストインタイムでの情報利用、分析視点のズームイン・ズームアウト（拡大・縮小）
が自在な情報活用、それらの有効活用によって可能となる幅広く深い情報共有を実現
させつつある。その結果、特定国ならびに同国内における企業・組織の競争力自体が、
国内外に散在する知識の創造・融合に従事する人々（企業・組織）とそれらの応用・
実践に従事する人々（企業・組織）とのオープンで緊密な相互交流をどれだけ素早く
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実現できるかに大きく影響されるようになってきている。その意味で、
半導体産業は、
国の長期にわたる命運を大きく左右するまでの存在になっている。しかも、半導体産
業は、一国あるいは世界の”公共財”としての性格を一層強めつつある。このような状
況下、一国内において同産業の一層の発展を支援することの必要性がさらに増大しつ
つある。
加えて、
同産業振興のために不可欠な基盤技術の複雑性が急増してきている。
そのため、
大規模な資金を要するにも関わらず不確定性の大きい探索的な研究開発
（含
む所謂 Ｂｌｕｅ−Ｓｋｙ−Ｒｅｓｅａｒｃｈ ）に国がより積極的に関与することの
重要性も一層高まりつつある。このような視点からすると、当該プロジェクトに国が
関与する必要性は十分にあったし、その必要性は、これまでの１０年に比べ今後の１
０年においてさらに大きく増大していくと判断される。
（中馬委員）
・ディスプレイ技術の重要性が認識される走りとなった点は後継プロジェクトの立ち上
げ等で大きな影響を残した。
（後継プロジェクト例、ＡＴＤＥＴＥＣ、 有機ＥＬ、プ
ラズマＴＶ、ＦＶ生産技術、フレキシブルディスプレイ等）
（中嶋委員）
・半導体装置メーカー、半導体材料メーカーは技術、シェア含めて日本がリーダーシッ
プを取っており、その技術を用いる半導体デバイスメーカー、システムメーカととも
に日本におけるＩＣＴ戦略の産業政策を支えている。（前口委員）
・半導体分野においてはＭＩＲＡＩ、 ＨＡＬＣＡなどの国家的なプロジェクトの体制構
築に発展した。また磁気記録分野においてもＭＲＡＭやスピントロニクスなど磁気応
用の国家的なプロジェクトの体制構築に発展した。
（松澤委員）
＜問題点・改善すべき点＞
・磁気記録の高密度化によるＨＤＤの小型大容量化に対する要求は果てしなく、世界中
で血眼になって、垂直磁気記録方式による一層の高密度化と次世代の超高密度磁気記
録の研究開発が続けられている。上記課題は日本のＨＤＤ産業にとっても譲れないテ
ーマであり、この研究開発を促進するために、産学での一段の連携強化が望まれる（中
村委員）
＜その他の意見＞
・リソグラフィ技術開発で得られた「微細加工技術」は、大いに利用されるように連携
体制を構築すると良い。
（石原委員）
・今後、Ｓｐｅｅｄ−ｔｏ−Ｍａｒｋｅｔの要請が強まる中でテクノロジーの複雑化が
さらに増大していくため、半導体やバイオ・医薬品に代表されるサイエンス型産業（サ
イエンス上の成果が産業化に直接結びつく度合いの大きな産業）の発展にとって不可
欠な叡智結集の幅と深さが不可避的に拡大してくる。そのため、そのような状況に対
応可能な研究・開発組織上のイノベーションが一層要請されると予想される。
その際、
国家プロジェクト運営に際しては、望ましい叡智結集の範囲が、企業・組織の境界の

40

みならず国の境界をも急速に越えつつある現状にも十分に留意すべきだと思われる。
（中馬委員）
・液晶分野においてはその後の展開や波及効果が見えない。
（松澤委員）
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Ⅱ. 現在の視点からのプロジェクト評価
Ⅱ−１．国家プロジェクトとしての妥当性
１９７６から１９７９年度までの４年間、政府資金３００億円、民間資金４００億円
を投入して「超ＬＳＩ技術開発プロジェクト」が実施された。この事業は、大きな成功
を収め、その後の我が国半導体技術の基礎を築いたといわれている。以後、我が国は１
９８０年代から９０年代初めまでの間、半導体及び半導体製造装置の世界市場の５０％
を確保し、液晶ディスプレイでは９０％のシェアを確保するなど、技術的にも産業的に
も世界をリードしていた。しかし、９０年代半ばに入って、ＤＲＡＭ依存を強めていた
半導体業界は、ＤＲＡＭの供給量の大幅増により半導体市況が大幅に悪化し、収益が圧
迫されるようになり、次第にその勢いを失っていった。
日本の企業の持つ技術優位性をキープすることが極めて厳しい状況にあったことを
考えると、本プロジェクトの実施はきわめてタイムリーであり、その効果も大きなもの
があった。巨額の研究開発予算が必要とされるこれら分野では国の参画なしに個別企業
でリスクを背負いきることは極めて困難であるし、技術開発の方向を明確に示し、国際
的な認知度を確立したということからすると、現時点において、本プロジェクトの実施
は国家プロジェクト本来の使命・役割に沿った妥当な事業であったと評価する。
半導体分野では、次世代半導体を含む国家プロジェクトは国が主体的役割を果たすべ
きであるが、上述のごとく、本プロジェクト開始当時半導体分野は技術開発の谷間であ
り、次世代のコアとなるテーマを採択し、国が支援した意義は大きい。ＡＳＥＴに代表
される、国の関与による異分野・異業種連携、産学官連携等の実現による研究組合とい
う方式が、基盤研究のレベルを向上させ、比較的短期間で成果を挙げることができたと
判断される。
磁気記録分野では、国家プロジェクトとして実施したことで、異分野連携、産学官連
携が実現し、ハードディスク周辺の産業や技術分野へ付加価値をもたらすことができ
た。
当時、最先端技術レベルにあった米国にキャッチアップするためには、国家の強力な
関与が必要であった。また、人材育成、材質や製造プロセスに係わる広範囲の分野の成
果が生まれたが、これも国主導による結果である。ただし、垂直磁気記録方式によるＨ
ＤＤの実用化は、国家プロジェクトとして大きな成果であったと同時に、世界は肉薄し
ていることを認識しておく必要がある。
液晶分野では、偏光板を用いない、またＲＧＢ三画素でなく一画素で発光させるとい
う発想は、注目すべきテーマではあるが、当時の技術レベルでは挑戦的なテーマであり、
企業では実用化研究が困難であった。知的基盤の形成に資する研究開発であり、技術立
国を目指すためには国が関与する必要性があった。また、現在、巨大な産業に育った液
晶ビジネスをみると半導体、磁気記録と並行してプロジェクト化した意義は大きい。
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＜肯定的意見＞
・本評価に当たっては、国プロ本来の使命・役割を再確認しておくことが重要と考える。
例えば、
①産業の将来を見通して必須な課題であって波及効果が大きい技術かどうか、
②異分野融合が必要となる基盤技術開発か、
③技術的課題の難度、課題解決に要する時間、人的・資金的リソースの大きさ、な
どから判断して、単一の会社で負担は難しいかどうか、
などの評価の視点は重要である。これらの観点から、今回のＡＳＥＴはほぼ適切なプ
ロジェクト設定だったと思われるが、今後もこれらに留意する事が重要である。
（石原
委員）
・技術開発の方向を明確に示し、国際的な認知度を確立したということからすると、現
時点において、このプロジェクトの実施は妥当であったと評価する。(菊池委員)
・半導体を基盤技術とした情報技術（ＩＴ）の急速な進歩は、
「人」を含むあらゆる情報
媒体間の広範囲なネットワーク化・常時接続化により、即時処理による情報伝達、ジ
ャストインタイムでの情報利用、分析視点のズームイン・ズームアウト（拡大・縮小）
が自在な情報活用、それらの有効活用によって可能となる幅広く深い情報共有を実現
させつつある。その結果、特定国ならびに同国内における企業・組織の競争力自体が、
国内外に散在する知識の創造・融合に従事する人々（企業・組織）とそれらの応用・
実践に従事する人々（企業・組織）とのオープンで緊密な相互交流をどれだけ素早く
実現できるかに大きく影響されるようになってきている。その意味で、
半導体産業は、
国の長期にわたる命運を大きく左右するまでの存在になっている。しかも、半導体産
業は、一国あるいは世界の

公共財 としての性格を一層強めつつある。このような

状況下、一国内において同産業の一層の発展を支援することの必要性がさらに増大し
つつある。加えて、同産業振興のために不可欠な基盤技術の複雑性が急増してきてい
る。そのため、大規模な資金を要するにも関わらず不確定性の大きい探索的な研究開
発（含む所謂 Ｂｌｕｅ−Ｓｋｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ）に国がより積極的に関与する
ことの重要性も一層高まりつつある。このような視点からすると、当該プロジェクト
に国が関与する必要性は十分にあったし、その必要性は、これまでの１０年に比べ今
後の１０年においてさらに大きく増大していくと判断される。（中馬委員）
・半導体、磁気記録の両分野ではグローバル競争の中にあり日本の企業の持つ技術優位
性をキープすることが極めて厳しい状況にあったことを考えると大変重要であったと
判断される。その効果も大きなものがあった。
巨額の研究開発予算が必要とされるこれら分野では国の参画なしに個別企業でリスク
を背負いきることは極めて困難である。従って本事業は有意義であった。
現在、巨大に産業に育った液晶ビジネスをみると半導体、磁気記録と並行してプロジ
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ェクト化した意義は大きい。
（中嶋委員）
・垂直磁気記録方式によるＨＤＤの実用化は、国プロとして大きな成果であったと同時
に、世界は肉薄しており、気を許すと再逆転されることを認識し、国策として継続し
て国の支援が望まれる。
（中村委員）
・技術的に難易度が高く、実用化に向けた開発投資が巨額となる半導体製造技術におい
て、日本として先行して研究ノウハウ、ＩＰを確保すべき戦略的領域としての本プロ
ジェクトは妥当であった。
（前口委員）
・半導体集積回路技術はエレクトロニクスのみならず社会基盤の構築上も重要であるが、
最先端技術と多額のＲ＆Ｄ費用や多くの研究人材を必要とするため企業単独での研究
開発が難しく、国家プロジェクトとして推進する必要があった。磁気記録、液晶分野
も同様である。
（松澤委員）
＜問題点・改善すべき点＞
・反射型液晶技術の研究開発が国家プロとしてどれほどの意義を持つのかについて十分
な論議が成されたかどうかが不明である。（松澤委員）
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Ⅱ−２．目標設定
半導体分野では本プロジェクト終了後、国内メーカーの競争優位が実現していること
から判断すると、その目標設定は妥当であったといえる。電子ビーム直接描画、マスク
描画装置の世界シェアが９割であること、ＡｒＦフォトレジスト材も同じく９割などが
その証拠に挙げられる。その他も国際的な技術ロードマップの動きに沿って、総じてお
おむね妥当な目標だったと思われる。
磁気記録分野では目標の４０Gbit/in2 は技術的に難しく当時としては非常に高い目標
であったが、本プロジェクト後半になって垂直磁気記録によりこの目標を大幅に上回る
５２．５Gbit/in2 でのＨＤＤの実現の見通しを得て、その後の垂直磁気記録方式の大躍
進となったことから目標設定は適切であったといえる。２００９年には世界で生産され
る殆どのＨＤＤが垂直磁気記録方式になる見込みであり、２．５型以下のＨＤＤでは垂
直磁気記録装置で日本の独壇場になっていることは高く評価できる。
液晶分野では視野角、応答速度、明るさ、等多くの課題がある中から競争域にない次
次世代技術として事前に行われた技術調査を基に省エネ反射型が選ばれた経緯があり
目標として概ね妥当だったと判断される。しかし反射型液晶にフォーカスした方が結果
として効率が良かったか、あるいは何を目標にすべきか議論が不十分でなかったかとい
う意見もある。
＜肯定的意見＞
・報告書の通り妥当と考える。
（石原委員）
・プロジェクト終了後、国内メーカーの競争優位が実現していることから判断すると、
その目標設定は妥当であったといえる。技術開発競争が熾烈になっている環境下にお
いて、技術ロードマップの目標設定することは難しいが、過当競争による弊害を取り
除く効果があったものといえる。（菊池委員）
・全体として妥当な目標であった。
半導体分野では国際的に技術ロードマップが継続議論されておりその動きに沿った目
標設定であり妥当であったと思われる。
磁気記録分野は記録密度４０Gb/in2 を目標としたが技術トレンド延長から比較的近い
将来の目標となっておりキャッチアップの必要性からは妥当であった。
液晶分野は視野角、応答速度、明るさ等多くの課題のある中から事前の調査注をもと
に競争域にない次々世代技術として省エネ反射型が選ばれた経緯があるが概ね妥当だ
ったと判断される。(中嶋委員)
注 ・マルチメディア・ディスプレイに関する調査報告書 （社）日本電子工業
振興協会 平成７年３月
・次世代省エネルギー型液晶技術に関するフィジビリティスタディ中間報告
書

（社）日本電子工業振興協会 平成７年９月

45

・次世代省エネルギー型液晶技術に関するフィジビリティスタディ報告書
（社）日本電子工業振興協会 平成８年３月
・本プロジェクトが目指した方向性は妥当であった。(前口委員)
・おおむね妥当な目標だったと思われる。(松澤委員)
＜問題点・改善すべき点＞
・磁気記録分野では多くが企業内目標であったが大きく超えるテーマも並行させる必要
もあったのではないか。(中嶋委員)
・液晶分野では省エネをキーワードにして研究をスタートしたが反射型ディスプレイに
フォーカスした目標設定が効率的だったと思われる。(中嶋委員)
・反射型液晶技術については、何を目標にすべきか論議が不十分ではなかったかと思わ
れる。
（松澤委員）
＜その他の意見＞
・目標設定は当然重要と考えるが、途中での目標性能や時期の見直しがよりフレキシブ
ルな運営があっても良い。Ⅲで後述。(前口委員)
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Ⅱ−３．プロジェクト実施方法
一般的には、分散研方式は、参加企業の主体性・独自性が維持される半面、企業の都
合等によりその後の発展、知識・人材の蓄積が左右されることが有るため大学、公的機
関との連携が必要であり、集中研方式は、知財管理、設備投資の効率化で優位であるが、
参加企業の蓄積した情報開示が効率化の前提となる。
実施体制は、分散研方式と集中研方式がテーマにより使い分けられた。電子ビーム描
画装置開発、磁気記録技術開発および液晶技術開発は分散研方式、Ｘ線露光技術開発、
ＡｒＦ露光技術開発およびプラズマプロセス開発は集中研が取られ機能的に運用され
た。
電子ビーム・マスク描画、半導体レジスト材料等においては、製品化一歩手前の開発
であり、参加企業間に深刻な利益相反が存在する為、分散研方式が適切であった。一方、
Ｘ線縮小露光技術、ＡｒＦレジスト技術等では、製品化までに距離があり、共通技術開
発要素が大きく、より外部効果の大きい国家プロジェクトの場合、集中研方式が適切で
あった。
結果よりみて、プロジェクト全体の計画策定および管理は妥当であったと判断され
る。
研究開発は不定形で変更の多い仕事であり、臨機応変の対応を可能とする体制が必要
である。
Ｘ線等倍技術をＸ線縮小露光技術へ移行させた判断は候補技術の絞込みの観点から
は妥当であるが、判断時期の妥当性についての評価も必要である。
臨機応変の対応を適切なタイミングで実施する為には、中間評価の役割も重要であ
る。
＜肯定的意見＞
・プロジェクトの全体計画策定に関しては妥当であった。
参加企業による組合組織をベースにしたプロジェクト運営で効率的予算管理、人材管
理、各種イベント（委員会、研究会、知財等）等現時点からも極めて妥当と思われる。
（中嶋委員）
・電子ビーム装置開発のようにメインプレーヤが明確な場合は分散研、プラズマプロセ
ス技術のように多くのプレーヤに共通の基盤技術的なテーマは集中研、と妥当であっ
た。
（前口委員）
＜問題点・改善すべき点＞
・いわゆる「人・金・物」のマネジメントにおいて、
「公的資金を使う際の公明性や公開
性」を最低限担保できる事を条件に、事務手続きなどはできるだけ柔軟に運営される
ことが望ましい。研究開発は不定形で変更の多い仕事であって、臨機応変な対応が死
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命を制することさえある仕事であることに配慮すべきである。（石原委員）
・集中研方式を採択することよって、技術革新上のマイグレーションに傾斜してしまっ
た懸念がある。プロジェクトの中間評価の役割が重要であると考える。（菊池委員）
・補正予算をベースにした比率が大きく研究開発計画にうまく活用できたか多少疑問で
ある。基本的には集中研方式が知財管理、設備投資の効率性等でベターと思われる。
（中嶋委員）
・補正予算や単年度予算では安定して継続性のある研究は困難であるとの指摘がある。
また、分散研方式の場合は企業の都合によりその後の発展、知識や人材の蓄積がうま
くゆかないこともあるので、大学や公的研究機関との連携を図るべきである。
（松澤委
員）
＜その他の意見＞
・本プロジェクトは、いずれも事実上は”分散研"方式によって実施されてきた。研究・
開発の最終段階（あるいは製品化・商品化の一歩手前）において国家レベルでの支援
を得た案件のようにも感じられる。このような段階でのプロジェクトの場合、関連企
業・組織間の深刻な利益相反が存在するため、望ましい成果を迅速に達成するために、
分散研方式が一般的に適している。このような意味では、比較の問題ではあるが、集
中研方式が適している外部効果の大きな国家プロジェクトに比べると、生産・付加価
値・雇用等への影響はより小さくなる傾向がある。
（中馬委員）
・等倍Ｘ線技術の実用化が難しいとの判断は候補技術の絞り込み観点からは正しかった
と思うが、事後評価としては、判断を行った時期がタイムリーであったのか、もっと
早い時点もしくは遅い時点で判断した方が良かったのかの議論があっても良いと考え
る。
（前口委員）
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Ⅱ−４．Ⅱ−１〜Ⅱ−３の評価結果を踏まえたプロジェクト終了時の事後評価の妥当性
評価時点での技術動向、事業環境を踏まえ詳細項目まで評価されており妥当だったと
判断される。肯定的な見方のみならず、否定的な意見（国が支援すべきであったかの疑
問、分散研方式の限界等）も公平に列挙されており、また、ＥＵＶ露光装置関連技術や
電子ビーム直接描画装置の将来における潜在力などについても言及されている。
公的プロジェクトは、今後探索的な研究・開発を目指す傾向にあり、その事後評価が
難しくなると予想される。当該プロジェクトの波及効果を評価する際に、当該プロジェ
クトの実施が、国内外において（半導体関連の）科学・技術の発展経路が選択されてい
くプロセスにおいて、選択肢そのものの取捨選択にどのような柔軟な役割（
ｐｐｉｎｇ

Ｓｔｏｎｅ

Ｓｔｅ

或いは「捨て石」としての役割も含めて）を事前・事後で

果たしたかという視点も必要になる筈で、現時点で成果が出ているか否かではなく、当
該研究開発が行われていた時代の背景を考慮しつつ、その時点に立ち戻った事前の視点
から評価することが必要となろう。
国家プロジェクト成果の事後評価に際し、当該プロジェクトに関与した研究開発者達
の関与前後における出願・登録関連特許・論文数の推移を追跡してみることも、関与し
た研究開発者の学習機会をどれだけ豊かにしたのか、また、その結果、プロジェクト終
了前後で関連特許や論文がどう増減しているか、等を知ることができ、有益であるかも
しれないとの示唆があった。
事後評価検討会の構成メンバーについて、企業からの委員の増員、及び海外からの委
員の参加を示唆する意見がある。
追跡調査資料と比較する限り、事後評価における技術的可能性等の判断は楽観的過
ぎ、評価時において参照すべき技術情報に偏りがあったのではないかとの見方もある。
また、事後評価として成果や課題、反省点が後継プロジェクトに継承されたとの評価で
は不十分、各テーマの目的に沿った事後評価がなされるべきとの指摘もある。
＜肯定的意見＞
・報告書のとおり、妥当と考える。
（石原委員）
・半導体分野に関して肯定的のみならず（国家として積極的に支援すべき技術であった
かの疑問、分散研方式の限界等々に関する）否定的な意見をもしっかりと列挙されて
いる。しかも、ＥＵＶ露光装置関連技術や電子ビーム直接描画装置の将来における潜
在力などについても言及されており、かなりバランスのとれた事後評価がなされてい
る。
（中馬委員）
・事後評価は評価時点での技術動向、事業環境を踏まえ詳細項目まで評価されており極
めて妥当だったと判断される。
（中嶋委員）
＜問題点・改善すべき点＞
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・事後評価における技術的可能性等の判断は、追跡調査資料と比較する限りにおいて、
（菊池
楽観的過ぎる。評価時において参照すべき技術情報に偏りがあると考えられる。
委員）
・事後評価として成果や課題、反省点が後継プロジェクトに継承されたとの評価では不
足であり、各テーマの目的に沿った事後評価がなされるべきではと思われます。Ⅲで
後述。
（前口委員）
＜その他の意見＞
・公的プロジェクトの事後評価は、今後探索的な研究・開発を目指す傾向が一層強まる
ため、より難しくなってくると思われる。そのような状況下では、当該プロジェクト
の波及効果を評価する際に、当該プロジェクトの実施が、国内外において（半導体関
連の）科学・技術の発展経路が選択されていくプロセスにおいて、選択肢そのものの
取捨選択にどのような柔軟な役割（含む、Ｓｔｅｐｐｉｎｇ

Ｓｔｏｎｅあるいは”

捨て石”としての役割）を事前・事後で果たしたかの視点も必要になる筈である。その
ような類の事後評価を行うためには、現時点で成果が出ているか否かではなく、当該
研究開発が行われていた時代の背景を考慮しつつ、その時点に立ち戻った事前の視点
から評価することが必要になる。ただし、そのような事後評価の実施には、当該プロ
ジェクトに関する各々の時点における事前及び中間評価情報との突き合わせが必要に
なると思われる。
国の資金投下によって特定分野での研究が加速され、そのことによって、大きな外部
効果が企業・組織の境界を越えて社会にもたらされる様子を数値的にも把握したい。
そういう視点からすると、例えば、事後評価に際し、当該プロジェクトに積極的に関
与した研究開発者達の関与前後における出願・登録関連特許・論文数の推移を追跡し
てみることも有益であるかもしれない。当プロジェクトに関与した研究開発者の学習
機会をどれだけ豊かなものにしたのか、その結果、プロジェクト終了前後で関連特許
や論文がどう増減しているか、等々を知ることができるからである。
（中馬委員）
・評価委員に企業委員を増やすことも必要ではないか。また、守秘義務問題は課題であ
るが海外からの評価委員の起用はどうか。
（現在と異なる時代背景があったと思われる
が、３プロジェクトともグローバルな視点で進められていたことを考えた場合。
）
（中
嶋委員）
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Ⅱ−５．プロジェクト終了後のフォローアップ方法
半導体分野では、マスクＤ２Ｉプロジェクト(２００５年度〜)、ＥＵＶＡ光源開発プ
ロジェクト(２００２年〜２００７年度)、大阪大学レーザー研究リーディングプロジェ
クト(２００３〜２００７年度)などの立ち上げもあり、フォローアップは妥当であった
といえる。
磁気記録分野では、文部科学省の「超小型大容量ハードディスクの開発」(２００２
〜２００６年度)、ＮＥＤＯの「超高密度ナノビット磁気記録技術の開発(２００８年度
〜)の継続研究に繋がったなどフォローアップは妥当であったといえる。今後について
はＳＳＤが立ち上がるものと思われるのでその将来性の見極めが必要という意見もあ
る。
現状は、垂直磁気記録方式をはじめ、磁気記録用各種パーツの開発技術に日本の優位
性がまだ若干保たれているが、これを維持し、さらに先導するためには、一層の国の支
援と産学のより緊密な協力、および研究開発拠点の形成が必要である。
液晶分野ではＮＥＤＯ「高効率照明技術による低消費電力液晶ディスプレイの実用
化」(２００１〜２００３年度)が実施され妥当であった。しかし本プロジェクトで進め
た研究は基礎技術確立の域を出なかったので明るい反射ディスプレイ開発を目標にし
たフォローアッププロジェクトが必要だったのではないかという意見もある。今後につ
いては本プロジェクトの成果で得た国家的基盤技術における国際競争の優位性を継続
できる戦略性が必要という意見もある。
＜肯定的意見＞
・報告書のとおり、半導体分野それぞれのプロジェクトが、産業界に技術を移して実用
化、技術開発の国プロによる継続、新たな技術開発プロジェクトへの展開、とフォロ
ーアップされている。(石原委員)
・ＡＳＥＴによるフォローアップ体制、かつ、ＥＵＶＡによる光源開発プロジェクトや
大学研究プロジェクトなどの立ち上げもあり、妥当であったといえる。(菊池委員)
・半導体分野では後継プロジェクトも走っており妥当であった。(中嶋委員)
・後続プロジェクトがタイムリーに立ちあがっており問題ないと考える。
（前口委員）
・フォローアップは妥当であるといえる。(松澤委員)
＜問題点・改善すべき点＞
・本事業で進めた研究は基礎技術確立であり、その技術を実用化するため、例えば明る
い反射ディスプレイ開発を目標にしたフォローアッププロジェクト必要だったのでは
ないか。(中嶋委員)
＜その他の意見＞
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・微細化技術のパラダイム・シフトを含めて、ＨＡＬＣＡプロジェクト、ＥＵＶプロジ
マスクＤ２Ｉプロジェクトなどの経験を参酌することが大切であると考える。
ェクト、
(菊池委員)
・帰社後の社内での評価が高くないケースもあるとは心すべきことである。
省エネへの次のステップは反射型の導入であることは明らかである。
（液晶以外の技術
も考えられる。
）
本事業の成果で得た国際競争での優位性を継続できる戦略性が必要である。国家的基
盤技術分野であることを考えると民間企業のみで十分か疑問である。
（中国、韓国、台
湾等のケースも考慮。
）
同じ頃（少し遅れたものもあり）
、本事業と関連したプロジェクトがいくつかスタート
した。その中には全額民間、５０％補助、１００％委託のいずれのプロジェクトも含
まれており、国からの補助を如何にすべきか検討する参考例として、それぞれのケー
スをよく分析する必要があると思われる。(中嶋委員)
・磁気記録技術において本プロジェクトにより日本メーカーが優位に立ったが、磁気記
録分野は今後ＳＳＤが立ち上がるものと思われるので、その将来性の見極めが必要で
ある。
（松澤委員）
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Ⅲ. 経済産業省が今後実施する研究開発プロジェクトへの提言等
①国際競争力を獲得するためには、個別の研究開発プロジェクトの成果を重層的に編成
するための仕組みが必要である。
・大学等が行った先端的な科学的・学術的研究開発成果を活用して企業が新製品や
新産業を創出するためには、コスト面、信頼性面、安全性面等の観点を含めて市
場ニーズを満たすよう産業的見地からの更なる研究開発を行う必要がある。しか
し、産業的見地からの研究開発では、たとえ将来性が高く認識されていても膨大
な経費を必要としたり、市場化のリスクが高いと、企業では容易に実施すること
が困難であり、企業のみにまかせた場合は、研究開発が停滞する。本プロジェク
トにおける磁気記録分野（垂直磁気記録）の研究開発は、その例であり、それま
で停滞していた企業における技術研究開発が本プロジェクトを実施したことに
より活性化し、製品化、更にはトップレベルの国際競争力を獲得するに至った。
今後とも、国は、大学等が行った先端的で将来性の高い科学的・学術的研究開発
成果等を活用して、停滞することなく企業が新製品や新産業を創出し、国際競争
力を獲得していくために必要な研究開発プロジェクトを実施していくことが必
要であり、かつ、それを推進してゆくための仕組みを構築することが重要である。
②Speed‑to‑Market を重視した研究開発方式を導入することが望ましい。
・本プロジェクトが実施した集中研方式では、企業間の十分な協力体制が確立され
るまでに時間を要したが、製品開発に必要な技術が高度化し、さらには広がりを
見せている中で、今日は Speed‑to‑Market の重要性がますます高まっている。こ
の状況に対応し、市場競争力を獲得していくためには、企業同士の協力体制が重
要になってくるが、研究開発プロジェクトに参加する個々の企業が互いに保有す
る技術、資金等を積極的かつ効果的に提供し合えるよう、貢献度に応じて利益が
配分される等の新たな研究開発組織上のイノベーションが必要である。
③基盤技術の獲得には長期的視野に立脚した政策運営が必要である。
・本プロジェクトが目的にしたのは製造装置開発や部材開発であるが、製造装置や
部材はユーザーが製造業者に限られている等の理由から最終製品に比べて市場
規模は大きいとはいえない。（インプットに対する直接アウトカムはさほど目立
たない。
）しかし、製造装置や部材は最終製品を製造するための基盤技術であり、
日本がモノ作りに比較優位を維持していくためには欠かせない分野である。今後
も、この分野の新技術開発に経済産業省が長期的視点に立脚した主導的な立場に
立つことが重要である。
④要素技術の開発においては体系的な評価体制が必要である。
・本プロジェクトの３分野（半導体分野、磁気記録分野、液晶分野）の中で、半導
体分野と磁気記録分野は、次世代の装置開発を目指したきわめて実用的なテーマ
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であったが、液晶分野は、新しい要素技術の開発を目指したチャレンジングな基
礎・基盤的テーマであった。基礎・基盤的テーマも、実用的なテーマと同様に製
品化、市場の獲得を評価の中心に据えた場合、相対的に評価が低くなる。これは、
研究開発が目指している目的が大きく異なっているためであり、研究開発の当初
からある程度想定できたことである。このため、事前評価の段階で製品化に至る
までのどの段階（基礎・基盤、実証、実用化等）の研究開発なのか、及び中間評
価（又は事後評価）で中心に置くべき評価項目・評価指標を明確にし、それに基
づく中間評価（又は事後評価）の実施とその後の研究開発計画の策定、事業化計
画、評価に資することが重要であり、この観点から事前評価を見直すべきである。
同様に、事後評価では、追跡評価を行うタイミング、追跡評価の観点を示すべき
である。
さらに、国家プロジェクトが、知財パッケージ型オープンイノベーション(複
数の参画主体によって開発された技術群を知識基盤として、社会経済における利
用関係を創成すること)であるとすれば、プロジェクト実施の前段階において、開
発予定の技術が作りだすアウトカム（成果）を具体的に想定することが重要であ
り、この観点からも、プロジェクトの事前評価を刷新する必要がある。
⑤研究開発プロジェクトによって形成された知識基盤の維持に努力する必要がある。

・知財パッケージ型オープンイノベーションを考えた場合、日本版バイドール法に
より、知財の権利が開発企業に帰属することは否定できないが、産業構造が大き
く変質するような時代局面においては、当該の特許発明の有効利用も含めて、個
別企業の枠を越えた利用を促す方策を策定することも必要になってきている。こ
の点については、プロジェクト終了後に生じた人材の移動も勘案し、人的な知識
ストックの側面についても考慮する必要がある。
・新産業創出のための基盤技術開発を、①社会経済の将来像から新たなニーズ・シーズ・
課題の発掘、②新たな課題解決に向けた科学的・学術的研究、③研究で得た発見・知
見から工学的に技術を創出、④新技術を利用して新製品・サービス・産業を創出、と
考えた時、経産省の研究開発プロジェクトは主に③をカバーすると考える。この時、
今後留意すべき施策は、
（１）上記②と③の間の「魔の川」を円滑に渡るために、産学連携してのプロジェク
トテーマの設定、学術界と産業界の人材交流などを進めること、
（２）上記③と④の間の「死の谷」を越えるために、基盤技術開発を担当する国プロ
と商品化を担当する産業界（会社）の連携プレーの仕組みつくり、等と考える。
（石原委員）
・国家プロジェクトは、知財パッケージ型オープンイノベーション(複数の参画主体によ
って開発された技術群を知識基盤として、
社会経済における利用関係を創成すること)
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であるとすれば、プロジェクト実施の前段階において、開発予定の技術が作りだすア
ウトカムを具体的に想定すること(アウトカム・クリエーション・ポリシーを定めるこ
と)は重要であると考える。プロジェクトの事前評価を刷新する必要がある。
プロジェクトの成果が、
特許発明として参画企業に蓄積された場合(日本版バイドール
法に依拠する手続きに従った場合)、
その利用関係について当該企業の経営判断に依存
することは不可侵の部分があること否定できないが、産業構造が大きく変質するよう
な時代局面においては、
当該の特許発明の有効利用も含めて、
個別企業の枠を越えて、
新たな知財パッケージ型オープンイノベーションを策定することも必要であると考え
る。この点については、プロジェクト終了後に生じた人材の移動を勘案すると、人的
な知識ストックの側面についても考慮する必要がある。
（菊池委員）
・今後、半導体デバイス・装置・材料メーカー等や大学・国研等の研究機関が、様々な
利益相反問題を効果的に解決しながら、広汎かつ迅速に叡智を結集していく必要性が
格段かつ急速に高まると思われる。そういう状況に効果的に対応するためには、企業・
組織間アライアンスを実践する従来型の技術研究組合方式の強み・弱みを再検討する
必要性があるのではないだろうか。より具体的には、国家プロジェクトにおける民間
企業・組織のさらなる積極的な協同・協調行動と追加資金投下意欲を効果的に喚起で
きるＬＬＣ（Limited Liability Company）等に象徴される Partnership 型のプロジェ
クト運営方式が強く求められている。実際、半導体やバイオ・医薬品等に代表される
サイエンス型産業 （サイエンス上の成果が産業化に直接結びつく度合いの大きな産
業）
では、
同産業に特有の高度専門知識が深刻な 知識の閉鎖性 をもたらす一方で、
研究・開発・量産に巨額な資金が必要であるため 資金調達のオープン性 が要請さ
れる。これらの相矛盾する２つの要請に有効に対応するためには、会社・組織形態に
関して米国版 Partnership 事業体（特にＬＬＣ）等に見られる斬新な研究開発組織上
のイノベーションが不可欠だと思われる。
参考： Roijakkers and Hgedoorn, "Inter‑firm R&D partnering in pharmaceutical biotechnology
since 1975: Trends, patterns, and networks," Research Policy, 35, 431–446.
ニコン・斎藤旬氏の HP（http://www.llc.ip.rcast.u‑tokyo.ac.jp/）

（中馬委員）
・反射型、フレキシブル等の次世代表示技術が現在の研究の中心であり再度のテーマア
ップも必要ではないかと思われる。
本事業は３分野で技術の入り口（材料・デバイス・商品を生み出す視点）からの取り
組みでリサイクルの観点からの取り組みが別途必要である。
（中嶋委員）
・従来、磁気記録を始め、磁性体を用いるデバイス等への支援は、半導体に比べると極
めて軽く扱われ、ほとんど無視に近い状態であった。本ＰＪにより大きな成果を上げ
ることができたが、磁性応用技術は、現在、スピントロニクスあるいはスピンエレク
トロニクスと呼ばれる新たな学問分野をうみ、新たなデバイス応用への可能性が現実

55

味を帯びてきた。
特に、スピントロニクス応用の不揮発性メモリと半導体応用の演算回路とを合体させ
た新たなロジックインメモリは、高速性や消費電力の点で格段の改善が期待されてい
る。
これについては、現在、文部科学省の支援を受け、基礎技術の開発では学においてか
なりの成果が得られている。世界中が省エネ、環境問題で動いている中で、この様な
デバイスの開発は急務であるが、その量産技術の開発を促進するには、産学での協力
体制が急務である。すなわち、優れた試作設備と、学の知、産の技術を融合化させた
合同チームで研究開発試作拠点をつくり、実用化を促進させるべきである。これこそ
経産省の役割であるように思う。これと、現在ＮＥＤＯで進めている超高密度次世代
ＨＤＤの開発ＰＪとが揃えば、世界を先導する次世代の高速・超低消費電力のスーパ
ーコンピュータを我が国から発信できる可能性がある。
（中村委員）
・プロジェクトおよびテーマによって目的とする事が異なる。達成目標設定の前に目的
設定を大切にして欲しい。個別企業における実用化を目指したテーマ、次世代の装置
開発を目指したテーマ、チャレンジングな新しい要素技術開発を目指したテーマ、共
通技術基盤の開発を目指したテーマ、基礎研究のテーマなど目的は様々である。始め
る前にプロジェクトの目的、性格を明確にして、その目的に沿ったプロジェクトの達
成目標を置く、事後評価もその目的としたことに対する評価が最初にあった方が良い。
また目標、スケジュールは開発進行に沿って見直されるフレキシビリテイがあった方
が良いし、途中での目的変更、目標変更が議論されることが重要である。
（前口委員）
・今回初めて追跡評価を行ったが、対象とするプロジェクトの「超先端電子技術開発促
進事業」は大きく分けて半導体、磁気記録、液晶デバイスの 3 つの分野を含み、さら
にそれぞれもいくつかのテーマに別れているので、各評価項目の評価は全体的なもの
になってしまった。しかし総体的には個別の評価項目毎の課題よりも、テーマによる
課題の方が大きいのではないかと思われる。殆どの項目が高い評価となるテーマと、
殆どの項目がそれほどでもないものに分かれる傾向がある。例えば、Ｐ６「基本計画
３．(2)」の③超先端プラズマ、同④超先端クリーニングはテーマの性質上、成果が顕
著ではなく、殆どの項目で評価はやや低い。また、同⑦新機能電子材料は市場性の評
価が低い。これらのプロジェクトがそのような評価になるのは発足時から分かってい
ることではなかったか。したがって、事後評価や追跡評価よりも事前評価が重要であ
り、成果予測や事業化ストーリーをきちんとすることが必要である。
ただし、今回対象となったプロジェクトは総じて良くやっており、国家プロジェクト
として意義があったものと思われる。装置開発や部材開発はエンド商品ではないため
市場が小さく見られがちであるが、日本の今後の立ち位置を考えると方向性として間
違ってはいない。今後も重要技術の開発に経産省がリーダーシップを取られることを
希望する。
（松澤委員）
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東芝プレスレリース（2004‑12‑14）
半導体マスク業界地図、市場規模（http://gyokaitizu.blog89.fc2.com/blog‑entry‑22.html）
凸版印刷＜トップシェア、3 割弱＞、大日本印刷＜シェア 2 位、2 割強＞、市場３千億円
Gartner 社の発表（2008‑06‑26）2007 半導体用フォトレジスト市場
上位 5 社中 1、2 位を含み 4 社が日本メーカー（シェア 70%超）ArF：ref ASET 資料
ITRS（ International Technology Roadmap for Semiconductors）は、半導体工業の専門家の
集団からなる「国際半導体ロードマップ委員会（ITRS 委員会）」が、将来の半導体製品に立ち
ふさがる技術的な障害を分析・予測した上で発行する技術ロードマップである。ITRS としての
報告書は 1999 年から、ITRS の前身の NTRS による報告書は 1992 年から発行されている。
東芝プレスレリース（2008‑09‑25）
日立 GST 資料(2009‑02‑20)
IMEC（Interuniversity Microelectronics Center） 欧州の独立研究機関でベルギーの フラン
ダース州ルーベン市。その設立理念には「業界の 10 年先 を行く開発を行う」と謳われている。
1984 年の設立以来、世界各国の民間企業・研究機関が参加して、マイクロエレクトロニクス、
情報通信システム，ナノテクノロジーなどの分野で専門的な研究が進められている。
「可能にする化学を。JSR50 年の歩み」
（2008.12 JSR 出版）
、巻頭言「技術･市場の複雑性に挑
む JSR：その変貌要因を探る」
（中馬宏之）
日立評論(2008.04、p30〜)先端デバイス設計とリソグラフィ技術、堀田尚二・岡崎信次、リソ
グラフィの解像度 R は、R=k1ｘλ／NA で表される。したがって、NA の大きい方が解像度は小さ
くなる。
New York ナノテクセンター
2001 年に CNSE（College of Nanoscale Science and Engineering）が設立され、さらに、ニュ
ーヨーク州主導により、産学官によるナノテク研究センターである CENN（Center of Excellence
in Nanoelectronics and Nanotechnology）が Albany に設立された。2002 年には、SEMATECH North
Center も CENN 内に設立されている。
半導体デバイス・装置メーカーの寡占化傾向（参考：2007年4月米Gartner社の発表）
2006 年の半導体：1 位 Intel、上位 10 社の世界シェアは 46.5%
2006 年の製造装置：1 位 Applied Material、上位 10 社の世界シェアは 50.9%
SEMATECH（Semiconductor Manufacturing Technology）は、日米半導体摩擦が激化する中で米
国の半導体産業の国際競争力を回復するため、日本の 1970 年代の超 LSI 技術研究組合をモデ
ルに 1987 年に国防総省（DOD）と米国半導体業界が共同出資して設立した共同研究コンソーシ
アム。1990 年代に日米の市場シェアが再逆転したことから 1996 年に直接的な政府支援が打ち
切られ、1998 年には半導体分野における国際連携の必要性の高まりを受けて、現代（韓）、ジ
ーメンス（独）、フィリップス（蘭）等の外国企業も参加して子会社 International SEMATECH
が設立された。その後、2000 年に SEMATECH は名称を International SEMATECH に改めた。しか
し 2004 年に再び SEMATECH に名前を戻している。現在、テキサス州オースチンに本拠を置き、
リソグラフィ、光学、材料等に関する先進的技術開発や生産技術改善に取り組んでいる。
Sematech Saving the U.S. Semiconductor Industry by Larry D. Browning and Judy C.
Shetler
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参考資料１．
平成１９年度技術評価調査（超先端電子技術開発促進事業の
技術・産業・社会へのインパクトに関する調査）報告書

平成２０年３月
株式会社三菱総合研究所
.

はじめに

超先端電子技術開発促進事業は、高度情報化社会実現の鍵を握る電子情報分野の基礎技
術であるとともに広範な産業分野への大きな波及効果を与える共通技術基盤を構築するた
め、次々世代レベルの超先端多岐な技術の確立を計ることを目的として、平成 7 年度から
平成 13 年度まで実施された。
今回の調査は、追跡調査として超先端電子技術開発促進事業が技術・産業・社会へ及ぼ
したインパクトを把握するため、当該プロジェクトの成果の実用化動向や技術的・経済的
波及効果等について調査・分析を行った。
本書は、これらの追跡調査の結果をとりまとめたものである。
なお、本調査の遂行にあたっては、インタビュー調査を行い、様々な情報の提供をいた
だいた。ご協力いただいた関係者各位には、厚く御礼を申し上げたい。

平成 20 年 3 月

株式会社 三菱総合研究所
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１．調査の概要
１．１

調査の背景及び目的

経済産業省では、経済産業省技術評価指針に基づき、研究開発プロジェクトが終了して
数年経った事業を対象に追跡評価を実施している。追跡評価は、当該研究開発プロジェク
トの研究開発活動や研究開発成果が技術・産業・社会へ与えたインパクトについて事前に
行った調査結果を基に現在の視点から総合的に当該研究開発プロジェクトの評価を行うも
のであり、当該研究開発プロジェクトに対する国民への説明責任を果たす上や今後実施さ
れる研究開発プロジェクトにおける戦略的なテーマ設定等のプロジェクトフォーメーショ
ン、予算、運営方法、フォローアップ体制等の検討において参考情報を提供する上で極め
て重要である。
本調査では、
平成 7 年度から平成 13 年度まで実施された超先端電子技術開発促進事業
（以
下、本プロジェクトという）を対象に、効率的かつ効果的な追跡評価の実施等を目的とし
て、プロジェクト終了後から現在に至るまでの研究開発活動や研究開発成果が関連技術等
の進歩や発展、さらには産業、社会に及ぼした効果等について情報の収集、分析を行った。

1

１．２

調査の内容

本調査では、
「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準」
（平成 19 年
6 月 1 日）に基づいて、
「Ⅰ．波及効果に関する評価」及び「Ⅱ．現在の視点からのプロジ
ェクトの評価」の視点から本プロジェクトの追跡評価に必要となる情報の収集・分析等を
行った。

標準的評価項目・評価基準（追跡評価）
Ⅰ．波及効果に関する評価
Ⅰ−１．技術波及効果
（１）実用化への進展度合
・プロジェクトの直接的および間接的な成果は、製品やサービスへの実用化にどのように
寄与したか、あるいは寄与する可能性があるか。特許取得やその利用状況、市場環境の変
化、競合技術の台頭等を踏まえて評価する。
①プロジェクト終了後に実用化した製品やサービスは数多くあったか。
②プロジェクトの成果から今後実用化が期待される製品やサービスはあるか。
③多額の実施料収入を生み出す等、インパクトのある技術が得られたか。
④外国での特許取得が行われたか。
⑤基本特許を生み出したか。
（２）プロジェクト成果からの技術的な広がり具合
・プロジェクトの成果により直接的に生み出された技術は、関連技術分野に技術面でのイ
ンパクトを与えたか。派生技術には、プロジェクト実施当時に想定されていたもの、想定
されていなかったものを含めてどのようなものがあり、それらはどのように利用されてい
るかを踏まえて評価する。
①数多くの派生技術を生み出したか。
②派生技術は多くの種類の技術分野にわたっているか。
（当該技術分野、他の各種技術分野）
③直接的に生み出された技術又は派生技術を利用した研究主体は数多くあるか。
④直接的に生み出された技術又は派生技術を利用する研究主体は産業界や学会に広がりを
持っているか。
（参加企業、大学等、不参加の同業種の企業、その他の産業等）
2

⑤参加企業等が自ら実施する研究開発の促進効果や期間短縮効果はあったか。
（３）国際競争力への影響
・直接的に生み出された技術の成果技術や派生技術により、国際競争力はどのように強化
されたか。
①我が国における当該分野の技術レベルは向上したか。
②外国と技術的な取引が行われ、それが利益を生み出しているか。
③プロジェクトの技術分野に関連した外国での特許取得は積極的になされているか。
④国際標準の決定に対し、プロジェクトはメリットをもたらしたか。
⑤国際標準等の協議において、我が国がリーダシップをとれるようになったか。
⑥外国企業との主導的な技術提携は行われたか。
⑦プロジェクトが外国の技術政策に影響を与え、その結果技術交流が促進されたり、当該
分野で我が国がイニシアチブをとれるようになったか。
Ⅰ−２．研究開発力向上効果
（１）知的ストックの蓄積度合
・特許や、研究者のノウハウ・センス・知識等の研究成果を生み出す源となる知的ストッ
クはどのような役割を果たしたか。それらはプロジェクト終了後も継承され、次の研究の
芽になる等、今後も影響を持ち得ることができるか。
①当該分野における研究開発は続いているか。
②プロジェクト終了後にも、プロジェクトに参加した研究者が派生技術の研究を行ってい
るか。
③プロジェクトの終了時から現在までの間に、知的ストックが将来的に注目すべき新たな
成果（画期的な新製品・新サービス等）を生み出す可能性は高まっているか。
（２）研究開発組織の改善・技術戦略への影響
・プロジェクトは、研究開発組織の強化・改善に対してどのように役立ったか。あるいは、
実施企業の技術戦略に影響を与えたか。
①企業を超える研究開発のインフラとして、学会、フォーラム、研究者間交流等の公式・
非公式の研究交流基盤は整備され、活用されているか。
②企業間の共同研究の推進等、協力関係、良好な競争的関係が構築されたか。
③顧客やビジネスパートナーとの関係の変化が、経済性を向上させたか。
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④技術の管理組織を再編成する契機となったか。
⑤研究開発部門の再構成等、社内の組織改編は積極的に行われたか。
⑥研究開発の予算規模が増減する契機となったか。
⑦プロパテント等の特許戦略に対する意識が高くなったか。
⑧知的ストックは、企業の技術戦略にどのような影響を与えたか。
（３）人材への影響
・プロジェクトは研究者の効率的・効果的配置や能力の向上にどのように寄与したか。
①国内外において第一人者と評価される研究者が生まれたか。
②論文発表、博士号取得は活発に行われたか。
③プロジェクト従事者の企業内での評価は高まったか。
④研究者の能力向上に結び付くような研究者間の人的交流が行われたか。
⑤関連分野の研究者増員が行われたか。
⑥国内外から高く評価される研究機関となったか。
Ⅰ−３．経済効果
（１）市場創出への寄与
・新しい市場を創造したか。また、その市場の拡大に寄与したか。
（２）経済的インパクト
・生産波及、付加価値創出、雇用創出への影響は大きかったか。
①直接的に生み出された技術や派生技術の実用化により、製品の売上げと利益は増加した
か。
②直接的に生み出された技術や派生技術の実用化により、雇用促進は積極的に図られたか。
（３）産業構造転換・活性化の促進
・プロジェクトが産業構造の転換や活性化（市場拡大や雇用の増加等）にどのような役割
を果たしたか。
①プロジェクトが、各関連産業における市場の拡大や雇用の増加等に寄与したか。
②プロジェクトが新たな産業の勃興や、既存市場への新規参入、あるいは既存市場からの
撤退等をもたらしたか。また、それらが市場全体における雇用に影響したか。
③プロジェクトが生産業務の改善や更新に結びついたことにより生産性・経済性は向上し
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たか。
Ⅰ−４．国民生活・社会レベルの向上効果
・プロジェクトによって新たな製品・サービスが実用化されたこと、プロジェクトの成果
の応用による生産性の向上や顕著なコストダウン、デファクトを含めた規格化を促進した
こと等の事例がある場合、それらは、例えば下記に挙げる項目にそれぞれどのような影響
をもたらしたか。
（１）エネルギー問題への影響
・エネルギー問題の解決に寄与した効果としてどのようなものが考えられるか。
（２）環境問題への影響
・環境問題の解決に寄与した効果としてどのようなものが考えられるか。
（３）情報化社会の推進
・情報化社会の推進に寄与した効果としてどのようなものが考えられるか。
（４）安全、安心、生活の質
・国民生活の安全、安心、生活の質の向上に寄与した効果としてどのようなものが考えら
れるか。
①国民生活の利便性を向上させた事例が存在するか。
②国民生活の安全性の向上に寄与したか。
③プロジェクトの成果は、身障者や高齢者の多様な生活を可能にしたか。また、個の自立
を支援するものであるか。
Ⅰ−５．政策へのフィードバック効果
（１）その後の事業への影響
・プロジェクトの成果や波及効果、改善提案、反省点等がその後の研究開発プロジェクト
のテーマ設定や体制構築へ反映されたか。
（２）産業戦略等への影響
・プロジェクトの直接的・間接的な成果が実用化したり、関連の研究開発基盤ができたこ
と等による、その後の産業戦略等への影響があったか。
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Ⅱ．現在の視点からのプロジェクトの評価
Ⅱ−１．国家プロジェクトとしての妥当性
・国のプロジェクトとしてどのような効果があったか。Ⅰに示した各効果を総合的に評価
する。
・現在（追跡評価時点）から見て、国が関与する必要性があったか。また、関与の方法や
程度は妥当であったか。
①多額の研究開発費、長期にわたる研究開発期間、高い技術的難度等から、民間企業のみ
では十分な研究開発が実施されない場合。
②環境問題への先進的対応等、民間企業には市場原理に基づく研究開発実施インセンティ
ブが期待できない場合。
③標準の策定、データベース整備等のうち社会的性格が強いもの（知的基盤）の形成に資
する研究開発の場合。
④国の関与による異分野連携、産学官連携等の実現によって、研究開発活動に新たな付加
価値をもたらすことが見込まれる場合。
⑤その他国が主体的役割を果たすべき特段の理由がある場合。
Ⅱ−２．目標設定
・当時の技術動向、市場動向、社会環境、政策目的等から見て、目標設定の方向性とその
レベルは妥当であったか。
Ⅱ−３．プロジェクト実施方法
・プロジェクトの計画策定、スキーム（予算制度）
、実施体制、運営方法等の実施方法が現
在の視点から見て妥当であったか。
Ⅱ−４．Ⅱ−１〜Ⅱ−３の評価結果を踏まえプロジェクト終了時の事後評価の妥当性
・事後評価で行われた評価結果は、追跡評価の時点から見て妥当であるか。
（現在の事後評価項目の例示）目的・意義の妥当性、目標の妥当性、計画内容の妥当性、
国のプロジェクトであることの妥当性、研究開発体制・運営の妥当性、研究開発成果の計
画と比較した達成度、実用化の見通し（成果普及、広報体制、波及効果）
、総合評価、今後
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の提言
・今後の最終評価において改善すべき評価方法、考慮すべき要因等を提案。
Ⅱ−５．プロジェクト終了後のフォローアップ方法
・プロジェクトの成果の実用化や普及に対して、プロジェクト終了後のフォローアップ体
制が適切であったか。後継の国のプロジェクトを立ち上げる必要は無かったか。
・不適切な場合の改善点、より効果を発揮するための方策の提案。

１．３

調査の方法

（１）プロジェクト参加者等へのインタビュー調査による現状把握
本調査では、プロジェクト参加者や関連分野の有識者へのインタビュー調査により、
追跡評価に必要な情報の収集と現状把握を行った。
（２）追跡評価に必要な情報の詳細の整理と分析
本調査では、プロジェクト参加者等へのインタビュー調査結果をもとに「標準的評価
項目・評価基準（追跡評価）
」の項目に従って、追跡評価に必要な情報の詳細を項目別に
整理・分析した。

7

２．追跡調査の結果
２．１

調査対象プロジェクトの概要

調査対象プロジェクトの概要については、
「超先端電子技術開発促進事業 プロジェクト
評価報告書（事後）
（平成 14 年 2 月）」に掲載されている「プロジェクトの概要」を抜粋し
て、以下に記した。
２．１．１ 基本計画
本プロジェクトの基本計画は、平成 7 年度の産業技術審議会において審議され、定めら
れたものであり、その内容は以下の通りである。
「超先端電子技術開発促進事業」研究開発基本計画
１、

研究開発期間

平成 7 年度から平成 13 年度

２、

研究開発費総額

研究開発資金については、可能な限り確保を図るものとする。

３、

研究開発の目標と方式

（１）

高度情報化社会実現の鍵を握る電子情報分野の基礎技術であるとともに広範な産

業分野への大きな波及効果を与える共通技術基盤を構築するため、次々世代レベル
の超先端的な技術の確立を図ることを目的として、超微細加工プロセス技術、極限
計測・分析・制御等技術及び新機能電子材料技術の研究開発を行う。
（２） 本事業は、主として下記の目標に基づき研究開発を行う。
①電子ビームリソグラフィ技術
電子ビームを用いた超高精度直接描画技術、超高精度遮光マスク描画技術を実現するた
めのシステム技術である、電子光学系、超高精度制御、レジストプロセス、マスク構造材
料等の研究開発をおこなうとともに、これらの統合化技術に関する研究開発を行う。
②超短波電磁波パターニング・システム技術
X 線等の超短波電磁波を用いて、金属、結晶体等の表面上に、超繊細かつ複雑な図形を
描画するためのシステム技術の要素技術である、X 線等光学系、機構・構造系、超高精度
制御、レジストプロセス等の研究開発を行うとともに、これらの統合化技術に関する研究
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開発を行う。
③超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術
種々のプロセス源によるラジカル反応の計測・分析及び制御メカニズムのミクロ的解析
に関する研究、及びプラズマを利用した超先端表面加工技術の要素技術であるプラズマ発
生、内部パラメータ制御等の研究開発を行うとともに、これらを具現化する超薄膜形成あ
るいは超微細エッチング装置等のシステム化技術に関する研究開発を行う。
④超先端クリーニング基礎技術
金属、セラミック、結晶体等の洗浄過程における吸着・反応・脱離メカニズムの物理的・
電気化学的あるいは電子論的な解析に関する研究、及び超微細な加工等を行うために必要
な超微細粒子クリーニング技術の要素技術に関する研究開発を行う。
⑤超高感度媒体技術
超高感度磁気記録媒体を実現するため、磁気媒体の超平滑・低ノイズ薄膜材料及び超薄
保護膜の研究開発を行い、超高感度・超高密度記録媒体の実験試作・評価を行う。あわせ
て、スピンプローブ法により、高精細磁化構造解析の基礎技術を研究し、媒体ノイズの要
因分析を行う。
⑥新機能素子・成膜技術
コンタクト磁気記録対応超狭トラック用高感度磁気抵抗膜の材料及び成膜プロセス技術
を、超クリーンアトミック制御成膜技術を含め広範に研究し、最適化を実現する。あわせ
て、素子形成技術を研究開発し、超高感度磁気抵抗素子の作成・評価を行う。
⑦新機能電子材料設計・制御・分析等技術
新たな原理に基づき、電気化学的に散乱、吸収、屈折、干渉等の光学機能を発現する新
規電子材料の設計・合成等に関する研究開発を行うとともに、次々世代の電気光学デバイ
スの実現のために、新機能電子材料に関する基盤要素技術の開発を行う。
（３）本研究は、次の方式に従って行う。
①本研究開発は、産業分野全般に大きな波及効果を有する長期的な産業科学技術の基礎研
究プログラムとして位置付けられることから、その実施に際しては、産・学・官の幅広い
分野の第一線で活躍している研究者の参画を得、かつ、研究を遂行するのに必要な各種研
究開発インフラ等についても十分な活用を図りつつ行うことが重要である。このため、集
中共同研究方式及び分散型共同研究方式を適切に組み合わせて実施し、各研究者のイコー
ルパートナーにより有機的連鎖を図るものとする。
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②国内外に対して、研究開発成果の公表や関連研究機関との交流等を積極的に行い、当該
分野の国際的な情報創造・発信の役割を担うことを目指すものとする。
③研究者の柔軟な試行錯誤も重要な成果として適切に評価するなど、研究者のインセンテ
ィブの確保に努めるものとする。
④上記の各テーマの研究開発の実施に際しては、相互の情報交換に基づくシナジー効果の
発現による研究開発の加速を図るとともに、国立の研究開発機関や大学による継続的な技
術支援・助言等を可能とするため、研究開発活動は日本国内に研究開発基盤及び十分な研
究開発遂行能力を有するものが行うこととする。

２．１．２ 関連資料
（１）事業の背景・概要
半導体をはじめとする電子デバイス技術は高度情報化社会を実現するために不可欠な技
術である。我が国は 1980 年代から 90 年代初めまでの間、半導体及び半導体製造装置の世
界市場の 50％を確保し、液晶ディスプレイでは 90％のシェアを確保するなど、技術的にも
産業的にも世界をリードしていた。しかし、90 年代半ばに入って、DRAM 依存を強めてい
た半導体業界は、DRAM の供給量の大幅増により半導体市況が大幅に悪化し、収益が圧迫
されるようになり、次第にその勢いを失っていった。
政府は 1976 から 1979 年度までの 4 年間、政府資金 300 億円、民間資金 400 億円を投入
して、
「超 LSI 技術開発プロジェクト」を実施した。この事業は、大きな成功を収め、その
後の我が国半導体技術の基礎を築いたと言われている。しかし、その頃から政府の研究開
発への関与に対する米国の批判が強まり、また民間企業の技術開発能力が向上したことも
あって、80 年代に入ってから、技術開発プロジェクトは基礎研究を中心とするものに方向
転換された。
磁気記録技術に関しては、当時、特にコンピュータ用のハードディスク技術は大量の情
報を高速かつ安価に記録する技術として不可欠の技術であったが、我が国には基礎技術は
あるものの、生産技術はアメリカに遅れていた。パソコンへの導入が遅れたこともあって、
磁気ディスク装置の日本企業のシェアは世界の 8％程度にとどまっていた。
また、この分野の技術開発のスピードは記録密度にして 2 年で倍増する急速な技術革新
が進んでいる状況であり、その中でも超高密度記録媒体及び再生ヘッドの研究開発が重要
視されていた。しかし、多額の資金が必要となるため民間のみでの対応が困難な状況にあ
り、政府資金の必要性が議論されていた。
10

液晶については我が国で開発されたカラーTFT 技術により世界シェアの過半を押さえて
いたものの、韓国、台湾の進出が急速に進んでおり、次々世代のディスプレイ技術開発を
行う事が技術的優位を保っていくために重要な状況であった。同時に、日本電子技術振興
協会（JEIDA）内において、通産省の補助金による省エネルギーの観点から超低消費電力
の液晶ディスプレイの開発が検討されていた。
通産省ではこれらを受けて、21 世紀の高度情報化社会の実現に向けて共通基盤技術であ
る半導体、磁気記録、液晶の 3 分野の技術開発を行うため、平成 7 年度より「超先端電子
技術開発促進事業」をスタートさせることとした。
（２）研究開発計画および予算の推移
本プロジェクトの基本計画で定められた研究開発計画と予算額の推移を図表２．１−１、
２．１−２、２．１−３に示す。
図表２．１−１ 研究開発計画（中間評価後）
Ｈ７年度
1995

半
導
体

磁気
液晶

Ｈ８年度
1996

Ｈ９年度
1997

ＥＢ直描
Ｘ線等倍
Ｘ線縮小
ＡｒＦリソ
マスクＥＢ
ＥＢリソ
プラズマ
クリーニング
磁気メディア
磁気ヘッド
反射型液晶

Ｈ10年度 Ｈ11年度 Ｈ12年度 Ｈ13年度
1998
1999
2000
2001

統合

↑
ASET設立

↑
中間評価
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↑
当初計画終了予定

図表２．１−２ 研究開発計画

①電子ビーム直接描画システム技術
（平成 7 年〜平成 12 年度）
①④を電子ビームリソグラフィ技術として統合
（平成 13 年度まで延長）
②超短波長電磁波パターニング・システム技術（平成 7 年〜平成 12 年度）
縮小 X 線（EUV）リソグラフィ技術の研究開
発を追加
（平成 13 年度まで延長）
③超微細感光技術
（平成 7 年〜平成 9 年）
④超高精度遮光パターン技術
（平成 7 年〜平成 12 年度）
①④を電子ビームリソグラフィ技術として統合
（平成 13 年度まで延長）
⑤超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術 （平成 7 年〜平成 12 年度）
⑥超先端クリーニング基礎技術
（平成 7 年〜平成 12 年度）
⑦超高感度媒体技術
（平成 7 年〜平成 12 年度）
⑧新機能素子・成膜技術
（平成 7 年〜平成 12 年度）
⑨新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 （平成 7 年〜平成 12 年度）
（①〜⑥：半導体分野、⑦⑧：磁気記録分野、⑨液晶分野）。
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図表２．１−３ 超先端電子技術開発促進事業研究開発予算額の推移

100億円

液晶
磁気記録

80億円

半導体
60億円
40億円
20億円
0億円

Ｈ７（補正） Ｈ８ Ｈ８（補正） Ｈ９

年度（平成）
７年度（補正）
８年度
８年度（補正）
９年度
１０年度
１０年度（補正）
１１年度
１１年度（補正）
１２年度
１２年度（補正）
１３年度
合計

Ｈ１０ Ｈ１０（補正）Ｈ１１ Ｈ１１（補正）Ｈ１２ Ｈ１２（補正）Ｈ１３

（ASET総合調査費、NEDO検査費含まず）
総額（百万円） 半導体 磁気記録
液晶
9,920
7,830
1,990
100
1,321
730
192
399
979
979
0
0
3,039
980
652
1,407
4,579
1,512
696
2,371
10,462
8,469
996
997
4,402
1,534
700
2,168
982
982
0
0
3,087
1,137
567
1,383
2,004
2,004
0
0
12
12
0
0
40,787
26,169
5,793
8,825
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（３）プロジェクトの実施体制
本研究開発は、産業分野全般に大きな波及効果を有する長期的な産業科学技術の基礎研
究プログラムとして位置付けられることから、その実施に際しては、産・学・官の幅広い
分野の第一線で活躍している研究者の参画を得、かつ、研究を遂行するのに必要な各種研
究開発インフラ等についても十分な信用を図りつつ行うことが重要であるため、集中共同
研究方式及び分散型共同研究方式を適切に組み合わせて実施し、各研究者のイコールパー
トナーシップにより有機的連帯を図っている。
本研究開発プロジェクトは、経済産業省（旧：通商産業省）より研究開発費を NEDO（新
エネルギー・産業技術総合開発機構）へ出資または委託し、NEDO より ASET（技術研究
組合超先端電子技術開発機構）に委託または再委託し、研究を実施している。
図表２．１−４ 超先端電子技術開発促進事業研究開発プロジェクト実施体制

国
出資

委託

国研

NEDO
研究開発委託

技術指導、共同研究等
再委託

技術研究組合
超先端電子技術開発機構
第１研究部（半導体技術：基本計画①から⑥）
横浜研究センタ
厚木研究センタ
各分散研究室

大学
再委託／共同研究

第２研究部（磁気ディスク技術：基本計画⑦、⑧）
各分散研究室
第３研究部（反射型液晶技術；基本計画⑨）
各分散研究室
［組合員：２３社］
アドバンテスト、NTT‑AT、日立製作所、松下電器、メルク・ジャパン、日本IBM、
ニコン、沖電気、シャープ、ソニー、TI筑波研究開発センター、東芝機械、
大日本インキ化学、富士通、ＪＳＲ、Merck KGaA、三菱電機、日本電子、日本電
気、三洋電機、島田理化工業、住友化学工業、東芝
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（４）その他の関連資料
①関連技術動向
米国では 80 年代はじめから半導体産業を中心に技術開発政策見直しの機運が高まり、86
年には半導体製造技術強化、国防上必要不可欠であった VHIC（very high speed IC）の開
発等、半導体技術力高揚を目指し SEMATECH を設立、官民協力による製造技術高度化の
ためのプロジェクトをスタートさせた。結果として米国は、半導体及び製造装置産業の復
権を果たし、95 年以来世界一の地位を保っている。
また、同じ時期に台湾、韓国では、半導体産業を国家の重要戦略と位置付け、政府の全
面的支援のもと、急速に電子デバイス産業を立ち上げている。
台湾では、1974 年に工業技術研究院（ITRI）内に電子工業研究所（ERSO）を設立し、
年間 60 億円規模の政府資金を投入。ERSO は、その技術力によって、80 年 UMC（最初の
IC 会社：政府出資）87 年 TSMC（最初のファウンダリ：政府とフィリップスの合弁）、94
年に Vangard を生み出す原動力となっている。
韓国では、半導体産業に対し、税制優遇、低金利融資を行ったことに加え、半導体産業
の中長期プランを立ち上げ、1986 年より年間 90 億円を投入、DRAM で大きな成功を収め
ている。液晶産業の分野においても政府主導の産官学一体の研究開発プロジェクトが
EDIRAK を中心に進められている。
日本は、米国に先を越され、その上新興勢力である韓国、台湾に追い上げられるという
厳しい状況に置かれており、早急な対策が必要となっていた。
こうした状況の中で 1994 年には電子機械工業会に半導体産業研究所が設立され、半導体
メーカー間の協力による技術開発の実施と、その内で技術的リスクの大きい部分に対して
の政府資金の投入を提案した。民間資金による大学支援と技術開発実施に関しては半導体
理工学研究センター（STARC）および半導体先端テクノロジーズ（Selete）が各々設立さ
れ、実施された。
②情勢変化への対応
平成 10 年度中間評価結果にもとづき研究内容を再編。半導体 EUVL を追加、EBL に統合、
これらを平成 13 年度まで延長。磁気、液晶は、基本計画の変更は行っていない。
③研究開発項目体系
研究開発項目の体系と各項目を図表２．１−５示す。
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横浜研究センタ
（１０社）

厚木研究センタ
（６社）

厚木研究センタ
（１４社）

ＥＵＶ研究室

ＡｒＦ研究室

ＰＸＬ研究室

大学・研究所

第一研究部
（半導体）

（島田理化、日立、東芝、
ＴＩ筑波）

クリーニング

（ＪＥＯＬ、東芝、東芝
機械）

マスクＥＢ

（日立、富士通、東芝）
（日立、富士通、ＮＥＣ、
松下、ソニー）

記録ヘッド

記録メディア

（日立、アドバンテス
ト）

分散研（８）

分散研（９）

第三研究部
（液晶）

（ＤＩＣ、メルクＪ、Ｍ
ｅｒｃｋ、ＪＳＲ、住友
化学）

材料

（シャープ、ＮＥＣ、日
本ＩＢＭ、東芝）

デバイス

技術委員会

ＥＢ直描

分散研（７）

技術委員会

第二研究部
（磁気記録）

他に大学、電子技術総合研究所等３６名と再委託研究及び共同研究を実施（延べ１１７件）

横浜研究センタ
（１１社）

プラズマ研究室

技術委員会

再委託・共同研究

研究本部

図表２．１−５ 超先端電子技術開発促進事業に係わる ASET の研究管理体制

２．２

追跡調査結果注1

Ⅰ．波及効果に関する調査
Ⅰ−１．技術波及効果
（１）実用化への進展度合
ここでは、本プロジェクトの直接的および間接的な成果の製品・サービスへの実用化への
寄与と今後の可能性等についてまとめた。
■ 半導体分野
半導体分野では、次のような要素技術が実用化され製品として結実している。
電子ビーム直接描画システム技術と超高精度遮光パターン技術を統合し、開発された電子
ビーム描画装置により、世界市場における日本企業のシェアは 2000 年の 49％から 2006 年
の 91％に大幅に拡大した。
超短波長電磁波パターニング・システム技術は、当初等倍 X 線露光技術の開発を行い、目
標の 130nm 技術対応を達成したが、従来技術である ArF 露光装置の急速な進歩、SIA
（Semiconductor Industry Association）のロードマップ目標が 100nm から 70nm へ前倒
しになり、等倍 X 線露光技術では 100nm より微細な寸法加工への展開の可能性が低いと判
断されたこと、量産用の露光装置の技術として、等倍 X 線露光技術では、等倍のマスクを
必要とし、当時の技術では、これを要求される精度で量産的に作ることは非常に困難であ
ったことが判明した。それに対応するため、平成 10 年度から新たに研究開発が開始された
縮小 X 線露光技術（EUV 露光装置）は、2012 年を目標にマスク描画技術として実用化す
ることを目指し、現在、本プロジェクト参加企業を含む半導体企業 10 社による開発コンソ
ーシアムである株式会社半導体先端テクノロジーズ（Selete）で継続研究が行われており、
成果が活用されている。
超微細感光技術は、ArF エキシマレーザーを光源としたレジストプロセス技術の開発とフ
ォトレジスト材料（感光材）の有効性を実証した。ArF 用レジスト材としての適性評価に
より、国内原材料メーカーが開発したアダマンタン等の新材料が実用化した。
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術により、半導体製造装置の要素技術であるイオ
ンエネルギーの計測や活性化ガスの組成に関するノウハウを得た。これは、半導体製造時
のエッチング反応の制御技術に活用され、半導体製造装置の性能向上に貢献した。
超先端クリーニング基礎技術（ウェハーや金属表面の微細ゴミの洗浄・除去）は、二流体
ジェットクリーニング装置と 100nm レベルの微小ゴミの検出装置の開発に結びついた。現
注１ 以降の取りまとめは、図表２．１−２の枠下の括弧内に示した、半導体分野、磁気記
録分野、液晶分野の 3 つの分野に分けて行った。
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在、30nm レベルの微小ゴミの検出を実現するために、さらに進んだ研究が行われている。
■ 磁気記録分野
超高感度媒体技術により、面内磁気記録方式のハードディスク装置、さらに高密度が可能
な垂直磁気記録方式のハードディスク装置、GMR（巨大磁気抵抗）ヘッド、TMR（トンネ
リング磁気抵抗）ヘッドが製品化された。
本プロジェクトにより、2000 年に垂直磁気記録方式で 52.5 Gbit/in2 の面記録密度を実証
し 、 現 在 こ の 成 果 を 活 用 し た 100 〜 200Gbit/in2 の 製 品 が 実 用 化 し て い る 。 今 後 は
300Gbit/in2 超の製品化の段階となっている。
■ 液晶分野
多層型反射素子技術は、バックライトモードと反射モードを切り替える方式の採用により、
バックライトを必要としない反射型液晶ディスプレイの要素技術である多層構造の反射素
子構築、相間縦型配線技術等に活用されている。この技術により、モアレ縞の解消につな
がる散乱板の開発と導光層マイクロプリズムの適性配置によって、省エネルギーと明るさ
及びコントラスト比の両立を実現し、液晶の表示機能を向上させた。
反射型液晶ディスプレイは、バックライトモードと反射モードを切り替える方式の採用に
より、外光が強い自然状態での船舶用ディスプレイ、アウトドア用途のノートブック、ハ
ンディターミナルやパーソナルナビゲーション等の製品に活用されている。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
本プロジェクトの成果としては、直接描画方式の電子ビーム露光装置を開発した。製品と
しては、本プロジェクト参加企業から製品シリーズとして 10 台程度を出荷し、半導体製造
プロセスに活用されている。
製品シリーズのうちの 1 つは、ツインカラム方式（2 本の電子ビーム内蔵カラム制御）の採
用により、パターン描画の微細化と共に描画速度向上を実現した。
現在主流である 300mm ウェハーへの描画に転写する情報量は、集積化と微細化により飛躍
的に増加している。今後は、10 ペタオーダーになると予想され、電子ビームのオン／オフ
制御が困難になると考えられる。本成果は、こうした課題をクリアして、描画速度の向上、
EUV 露光装置の技術の開発、カラム数の増加（4〜16 本）への発展に向けて継続研究され
ている。また、増設したカラムの基盤であるカウンターバランス制御技術の研究は、マル
チカラムセル（MCC）方式へ発展し、2006 年度から ASET 組合により研究継続中である
マスク設計・描画・検査総合最適化技術（マスク D2I 研究プロジェクト）へ活用されてい
る。
直接描画方式による露光装置は、特許は取得したが、特許収入を含めた経済効果はない。
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ただし、マスク描画方式は参加企業を母体に新たに設立された他社で活用されており、特
許収入等の経済効果が大きい。なお、外国での特許取得が行われた。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
150nm 線幅の描画微細化技術や露光時の誤差を高精度で計算するアルゴリズムといった本
プロジェクト成果は、本プロジェクト参加企業から関連企業の創業につながり、電子ビー
ム露光装置市場における日本企業のシェアを高めた。
上記の技術が活用された製品としては、現在の 45nm 線幅の製品が出荷されており、最新
の製品は 32nm 線幅を実現している。2006 年までの 5 年間の総出荷台数は 50 台程度であ
る。
マスク描画方式による露光装置は、特許収入を含めた経済効果が大きい。現在の世界市場
における日本企業のシェア 80％占有に本プロジェクトは貢献した。また、外国での特許取
得が行われ、超高精度遮光パターン技術については、基本特許とも考えられる。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
本プロジェクトは、前期後期に分割されている。前期研究である等倍 X 線露光技術は、目
標の 130nm 技術対応を達成したが、従来技術である ArF 露光装置の急速な進歩、SIA
（Semiconductor Industry Association）のロードマップ目標が 100nm から 70nm へ前倒
しになり、等倍 X 線露光技術では 100nm より微細な寸法加工への展開の可能性が低いと判
断されたこと、量産用の露光装置の技術として、等倍 X 線露光技術では、等倍のマスクを
必要とし、当時の技術では、これを要求される精度で量産的に作ることは非常に困難であ
ったこと等により、研究は中断され、後期研究の縮小 X 線露光技術（EUV 露光装置）の研
究に引き継がれた。
また、この縮小 X 線露光技術は、現在 Selete（株式会社半導体先端テクノロジーズ：半導
体企業 10 社による開発コンソーシアム）での継続研究状態にあり、2012 年を目標にマス
ク描画技術への応用を実現すると期待できる。
なお、縮小 X 線露光技術の派生研究は、電子ビーム露光装置開発にも関与し、Selete 参加
企業を含む関連分野における光学系解像度向上、マスク精度制御、計測、露光等の要素技
術の開発に寄与する可能性を有する。
本プロジェクトでは、特許は取得したが対外的な実施料収入を生み出してはいない。米国
バイドール法（政府資金による研究であっても、特許の権利は研究開発者に帰属すると認
定した法令）制定以降は、日本でも研究機関や研究者による特許への関心が確かに高まっ
た。
研究開発のケースなので汎用性の高い基本特許を生み出してはいない。
＜超微細感光技術＞
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本プロジェクトは、ArF エキシマレーザーを光源としたレジストプロセス技術の開発とフ
ォトレジスト材料の有効性を実証した。
また、ArF 用レジスト材（感光材）としての適性評価により、国内原材料メーカーが開発
したアダマンタン等（感光性樹脂の材料）の性能が検証されて、世界シェアを獲得するに
至った。
本プロジェクトでは、特許は取得したが対外的な実施料収入を生み出してはいない。
米国バイドール法（政府資金による研究であっても、特許の権利は研究開発者に帰属する
と認定）制定以降は、日本でも研究機関や研究者による特許への関心が確かに高まった。
研究開発なので汎用性の高い基本特許を生み出してはいない。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
本プロジェクトの成果であるプラズマ反応をモニタリングする技術は、半導体の製造プロ
セスを構成するものであり、本研究はモニタリング方法の確立と技術に貢献した。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
本プロジェクトの成果としては、半導体製造装置の要素技術であるイオンエネルギーの計
測や活性化ガスの組成に関するノウハウを得た。この成果は、半導体製造時のエッチング
反応の制御技術に応用され、半導体製造装置の性能向上にも貢献した。
チャンバー（真空状態下のプラズマ反応容器）を実験装置として利用できる環境が整った
ので、こうした装置メーカーの技術レベルの向上に寄与した。電子ビーム露光方式への技
術寄与もあり、有機系ウェハーの製造技術等、Selete や MIRAI プロジェクトへも引き継が
れた要素技術もある。性能が向上したチャンバーは産総研、京都大学と名古屋大学で実験
設備として引き続き有効利用されている。
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術は、チャンバーのメーカーや素材産業で応用さ
れている。外国での特許取得は行われていない。
＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
本プロジェクト終了後に実用化した製品は、金属やウェハー表面のクリーニング（微細ゴ
ミの洗浄・除去）装置である。100nm の目標値が達成された現在、今後はクリーニング装
置が 30nm レベルの微小ゴミの検出を実現することが期待される。
本プロジェクトに関して特許は取得したが、直接的な実施料収入には期待していない。企
業はクロスライセンス制度によって相互に利用を促進する例が多い。外国での特許取得は
行われていない。
青色ダイオードのような汎用性の高い基本特許には至らない。
＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
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本プロジェクト終了後に実用化した製品は、本プロジェクト参加企業の二流体ジェットク
リーニング装置と 100nm レベルの微小ゴミの検出装置である。国内外の企業から引き合い
もあり、特許収入を含めた経済効果があった。また、外国での特許取得が行われた。
これまで例のない超音速のジェット流を本プロジェクトにより実現し、本プロジェクト後、
半導体製造プロセスに応用した。ビジネスシーズになり得るという意味では、世界初の精
度を達成したことで基本特許と考えられる。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
本プロジェクト終了後に、現在市販されている面内磁気記録方式のハードディスク装置、
さらに高密度が可能な垂直磁気記録方式のハードディスク装置、GMR（巨大磁気抵抗）ヘ
ッド、TMR（トンネリング磁気抵抗）ヘッドが製品化された。
垂直磁気記録方式で 52.5 Gbit/in2 の面記録密度を実証し、今後は 300Gbit/in2 超の製品化
の段階である。本プロジェクトの経済的インパクトは大きい。2.5 インチ以下のハードディ
スク装置は日本企業の独断場と言える。
なお、外国での特許取得が行われた。
（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
本プロジェクト終了後に実用化した成果は、バックライトを必要としない反射型液晶ディ
スプレイの要素技術である多層構造の反射素子構築、相間縦型配線技術等である。この技
術は、モアレ縞の解消につながる散乱板の開発と導光層マイクロプリズムの適性配置によ
って、省エネルギーと明るさ及びコントラスト比の両立を実現し、液晶の表示機能を向上
させることができた。また、反射型液晶研究の成果により、バックライト型のノートブッ
クパソコンのディスプレイの表示性能の向上にも技術が活用され、飛躍的に表示性能が向
上した。特に、ディスプレイ四辺の隅部分でもにじみや明暗の差がない見やすい画像や動
きの速い動画も違和感なく表示できるようになった。
相間縦型配線技術は、3 次元半導体の縦型導体形成実現に応用できる。こうした要素技術は
液晶ディスプレイメーカーや半導体メーカーでの実用化に向けて研究が続けられている。
欧米やアジアの主要先進国での特許取得が行われた。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
本プロジェクトの成果は、バックライトを必要としない反射型液晶ディスプレイの要素技
術のうち、偏光板を用いることなく、また従来の RGB 三画素でなく一画素で発光させる素
子の開発であった。この技術は、バックライトに頼らず反射光で明るさを効率的に再生す
る技術であるが、期待する明度を達成するためには技術的障壁が高く、当初見込んだ単体
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製品化には至らなかった。
外光が強い自然状態での船舶用ディスプレイ、アウトドア用途のノートブック、ハンディ
ターミナルやパーソナルナビゲーション等への製品応用が、バックライトモードと反射モ
ードを切り替える方式を採用することで実現した。
一画素発光素子自体では欧米やアジアの主要先進国での特許取得が行われた。
（２）プロジェクト成果からの技術的な広がり具合
ここでは、本プロジェクトの成果により直接的に生み出された技術の広がりや関連技術分
野に技術面への技術的な広がり具合についてまとめた。
■ 半導体分野
電子ビームリソグラフィ技術は、装置メーカーやマスク製造、素材開発やデバイス設計・
製造に至る企業での製品の実用化や性能向上に向けた研究に活用されている。当該技術の
要素技術である光学や精密計測、露光分野の技術を研究する主体が本プロジェクトにより
企業を中心に増加した。
等倍 X 線露光技術の技術ノウハウ等が引き継がれた縮小 X 線露光技術は、1GDRAM、
4GDRAM 及び 100nmCMOS の試作に適用され、光学レンズと反射鏡の精度向上、研磨技
術と高精度計測技術の実現に結びついた。
超微細感光技術は、ArF 露光装置に使用する露光材料のテスト期間を大幅に短縮させた。
本プロジェクトで有効性を実証した新材料は、ArF 露光装置向けのフォトレジスト材料と
してアダマンタン等が実用化し、国内企業による世界シェアは 2004 年時点で 90％と、ほ
ぼ独占するに至った。
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術は、プラズマ反応に関する制御プロセスシミュ
レーションプログラムの開発につながり、プログラムと実験結果及びシミュレーション結
果をデータベースとして提供・公開した。こうした成果は、基礎的な現象解明であり、多
くの企業に活用され、これまで試行錯誤的に進められたプラズマ反応の制御を合理的に行
うことに役立っている。
超先端クリーニング基礎技術は、二流体ジェット霧状噴射機構の原理を活用した半導体製
造以外の精密工学分野での除去クリーニング技術、超音波クリーニング装置への波及効果
がある。
■ 磁気記録分野
超高感度媒体技術により、ディスクと再生ヘッドを中心に、記録メディア素材の高度化や
微細化につながるナノテクノロジーの向上に関連する多くの派生技術が生み出された。こ
うした派生技術は、製品としてのハードディスク装置以外に、記録媒体としての磁気ディ
スク製造産業及びその他部品としての精密モーターやレーザー等の周辺装置産業の技術レ
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ベル向上にも影響を及ぼした。
■ 液晶分野
多層型反射素子技術は、ディスプレイ分野での視認性の高い動画表示や半導体分野での 3
次元半導体を実現する縦型導体形成等の派生技術を生み出し、半導体の生産や実装技術の
分野で活用されている。国内のみならず、欧米や台湾のディスプレイメーカーでも採用す
る企業があり、派生技術を利用した研究主体が増えた。
液晶分野は、本プロジェクトにおいて、直接大学とのつながりはなかったが、電子技術学
会や SID（国際情報ディスプレイ学会）等を通した交流は活発であった。関連レポートや
講演でも、本プロジェクトの成果が引用されている例が多い。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
MCC 方式では、カラム本数の増加により製造ランニングコストは増大するものの、量産性
（スループット）や装置の初期コストの必要性を勘案すれば、生産性を上げることができ
る。このために最適なカラム設計と制御方式の開発が派生技術と考えられる。
複数の電子ビームの的確なカウンターバランス操作には、振動、湿度、温度、気圧、音波、
照射強度等の環境要因を制御する技術が必要であり、本プロジェクトはこうした半導体製
造過程におけるインフラ的な要素技術を促進させている。マスク描画方式への技術的寄与
も大きい。現在の MCC 方式や部分一括転写を目指すキャラクタープロジェクション（CP）
式等の超先端研究にも応用されている。
なお、欧米でも、直接描画技術を採用する企業が生まれたので、派生技術を利用した研究
主体は生まれたと考えられる。本プロジェクトには、大学との連携、開発環境の整備や資
金的補助や期間短縮の面で非常に大きな効果があった。分散研方式では、自社のスタッフ
を中心に装置や機器を使用できて、コストの無駄が省けた。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
半導体製造装置という狭い分野に特化された技術であり、さほど広がりはない。しかし、
半導体の応用分野はこうした要素技術に支えられている。
光学や精密計測、露光分野の派生技術を利用した研究主体が増えたと考えられる。装置メ
ーカーやマスク製造、素材開発やデバイス設計・製造に至る企業での研究に寄与している。
電子ビームマスク描画装置の優位性は産業界や研究組織でも確立しており、焦点が絞り込
まれているという意味で研究テーマの拡散はないと考えられる。学会での研究もマスク描
画方式の分野に集約されている。
本プロジェクトは、開発環境の整備や資金的補助や期間短縮、さらにレジスト素材を含む
異業種との共同研究基盤の整備面で非常に大きな効果があった。
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なお、分散研方式では、自社のスタッフを中心に装置や機器を使用できて、コストの無駄
が省けた。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
等倍 X 線露光技術は縮小 X 線露光技術へ研究スタッフの多くと技術ノウハウや実験設備が
共に引き継がれたので、縮小 X 線露光技術そのものが派生技術と考えられる。また、
1GDRAM、4GDRAM 及び 100nmCMOS の試作にも適用され、半導体の高集積化、微細化
に大きく寄与した。
縮小 X 線露光技術においては、光学レンズと反射鏡の精度向上、研磨技術と高精度計測技
術の実現にも結びついた。こうした技術は、半導体の微細化には無くてはならず、先端技
術が精密工学の製造技術の一端を支えていることも事実である。
光学レンズと反射鏡の研磨技術、高精度計測技術は、精密工学や光学分野の要素技術とし
て活用されている。例えば、世界でも主要 3 社がこの分野を独占しており、うち日本メー
カー２社が含まれている。
本プロジェクト成果を利用した研究主体は、非常に特化した分野であって、利用できるよ
うな技術を持った企業は世界的にも多くはない。しかしながら、大学や学会等のアカデミ
ックな分野、半導体製造に関わる産業界には大きなインパクトを与えた。
なお、次世代露光装置技術の確立は、一企業では到底不可能であった。これは研究インフ
ラとして高価な実験装置が必要なためであり、欧米でも SEMATECH のような政府支援の
研究コンソーシアムが主導している。従って、本プロジェクト実施による研究開発の促進
効果や期間短縮効果は非常に大きなものであった。
＜超微細感光技術＞
本プロジェクトは、派生技術以上に製品開発そのものを支援したので派生技術を挙げるこ
とが難しい。ArF 露光装置の技術に特化しており、派生分野は広くはない。非常に特化し
た分野であって最先端の企業は世界でも 3 社、うち国内 2 社に寡占化されているので、研
究主体は数少ない。なお、大学や学会等のアカデミックな分野、半導体製造に関わる産業
界には大きなインパクトを与えた。
本プロジェクトによる研究開発の促進効果や期間短縮効果は非常に大きい。ArF 露光装置
に使用される材料検証のためのテスト期間を大幅に短縮させた。実質的な研究期間は 2 年
間で、本プロジェクトが開発検証した新材料は、ArF 用フォトレジスト材料市場の国内企
業によるシェアを 2004 年時点で 90％に向上させた。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
フロンのような環境への有害ガスの計測技術につながるので、環境問題における負荷削減
に対する波及効果がある。プラズマ研究分野、特に低出力レーザーによるプロセス制御の
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分野で貢献している。
参加企業出身者が大学に戻り、或いは大学への再委託もあって、研究を継続している。特
に、名古屋大学、京都大学、九州大学ではこのテーマでの研究が進められている。ASET
組合での参加実績は、文部科学省や学会でのアピール度が大きく、大学の COE プログラム
の採択にも貢献している。
本プロジェクトによるプラズマ研究の分野での促進や期間短縮効果があった。本プロジェ
クトは補助事業ではなく委託事業であったので、研究基盤の育成には貢献している。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
本プロジェクトの成果により派生技術としては、プラズマ反応に関するシミュレーション
プログラム及び実験結果とシミュレーション結果をデータベース化して提供・公開できた。
こうした成果は、これまで試行錯誤的に進められたプロセスを合理的に制御することに役
立っている。また、エッチング工程において温室効果の高い PFC（パーフルオロカーボン）
ガスから代替ガスとしての C4F6 の開発に貢献し環境問題における負荷削減に対する波及
効果がある。
プラズマ研究の派生技術は、低出力レーザーによるプロセス制御やプラズマの基本メカニ
ズム把握に貢献している。また、半導体分野の企業や学会への刺激があった。
研究主体の産業界や学会への広がりの事例としては、産総研、名古屋大学、京都大学、九
州大学ではこのテーマでの研究が進められている。
本プロジェクトは、プラズマ研究の分野での促進や期間短縮効果があった。計測技術の研
究結果をデータベース化し、公開しているので他の企業や研究者の利便性や経済性を向上
させた。反応時のエネルギー密度やガス組成比、エッチング速度の比率等の最適制御が可
能で、経験則の検証だけでなく、酸化シリコンの加工プロセスを合理化・効率化すること
に貢献している。
＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
半導体製造以外の分野での除去クリーニング技術、超音波クリーニング装置にも波及効果
がある。また、本プロジェクトは研究者育成の分野でも貢献している。
本プロジェクトは、クリーニング装置分野での開発促進や期間短縮効果があった。
＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
半導体製造の分野での金属やウェハー表面のクリーニング除去技術とゴミ検出装置であり、
現時点では特定分野に特化しており、数多くの派生技術は生み出していない。
他の分野への技術移転については塗装関連の技術分野やノズルの形状で霧状の二流体ジェ
ット噴射機構は原理的な類似性がある。
基礎理論の実証、開発環境の整備や資金的補助や期間短縮の面で効果があった。分散研方
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式では、自社の装置や機器を使用できて、コストの無駄が省けた。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
本プロジェクトの成果により、多くの派生技術が生み出された。超高感度媒体技術により、
ディスクと再生ヘッドを中心に、記録メディア素材や微細化につながるナノテクノロジー
の向上にも関連する多くの派生技術が生み出された。こうした派生技術は、製品としての
ハードディスク装置以外に、記録媒体としての磁気ディスク製造産業及びその他部品とし
ての精密モーターやレーザー等の周辺装置産業にも影響を及ぼした。海外を含め、ハード
ディスク製造分野の多くの企業や大学の研究テーマとして派生技術を利用しているので、
研究主体が増えたと考えられる。SRC（情報ストレージ研究推進機構）や学会、産業界に
広がりを持っている。
研究開発の促進効果や期間短縮効果が非常に大きい。1990 年から 1995 年にかけてハード
ディスク容量は年率 60％の高密度化が進んだ時代であったが、日本にとっては「死の谷」
ともいうべき技術低下の際だった時代であった。当時の IEEE（The Institute of Electrical
and Electronics Engineers, Inc.）への発表論文数も激減し、研究レベルも米国に遠く及ば
ない状態であった。小型ハードディスクの世界のシェアは、1996 年当時で、日本：8％、
アメリカ：80％と圧倒的な差があり、産官学共に大きな危機感が生まれた。2006 年には、
シェアは 33％（市場規模 3 兆 3,400 億円）へ増加した。
ASET 組合での研究開始時点で、米国 IBM には磁気ヘッドの性能で 3 年間の技術レベルの
遅れがあったともいわれたが、これを本プロジェクトで追いつき、追い越した。40Gbit/in2
達成は世界初であり、これも本プロジェクトの促進効果によるものである。
（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
ディスプレイや半導体の分野での派生技術を生み出した。派生技術は半導体の生産や実装
技術の分野にわたっている。国内のみならず、欧米や台湾のディスプレイメーカーでも採
用する企業があり、派生技術を利用した研究主体が増えた。
大学とのつながりはなかったが、電子技術学会や SID（国際情報ディスプレイ学会）等と
の交流が活発である。関連レポートや講演でも、本テーマが引用されている例も多い。
本プロジェクトの研究開発の促進効果や期間短縮効果が非常に大きい。企業のミッション
や業務に限定されることなく、開発環境の整備、資金的補助や期間短縮の面で大きな効果
があった。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
一画素カラー発光素子液晶技術から派生したアウトドア用の液晶ディスプレイは、強外光
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時には反射モードで駆動できるので、低消費電力を実現し産業分野での使用用途が広い。
なお、直接的な派生技術を利用した企業はないが、本プロジェクト参加企業のうち 2 社で
関連した研究が継続されている。
電子技術学会や SID（国際情報ディスプレイ学会）での論文発表が活発であった。
研究開発の促進効果や期間短縮効果が非常に大きい。企業のミッションや業務に限定され
ることなく、開発環境の整備、資金的補助や期間短縮の面で大きな効果があった。
（３）国際競争力への影響
ここでは、本プロジェクトによって直接的に生み出された成果技術や派生技術による国際
競争力の強化状況についてまとめた。
■ 半導体分野
電子ビームリソグラフィ技術について、描画速度が飛躍的に向上した。これにより本プロ
ジェクト参加企業およびその関連企業の国内 3 社による電子ビーム描画装置のシェアは、
2000 年の 49％から 2006 年の 91％となり、特にマスク描画方式は現在完全に国際的な業界
標準となっている。
縮小 X 線露光技術は、2012 年の実用化を目指し継続研究が行われており、国内の露光装置
の技術やマスク描画の技術基盤向上に波及し、露光装置メーカーや半導体製造用フォトマ
スクメーカーの国際競争力強化に貢献している。
超微細感光技術は、フォトレジスト材の新材料開発に貢献し、半導体の集積度向上に寄与
した。ArF 用フォトレジスト材料市場の国内企業による世界シェアは 2004 年時点で 90％
と、ほぼ独占するに至り、国際競争力強化にも貢献した。
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術は、プラズマ反応を解明する研究により、経験
則に頼ったプラズマエッチング制御プロセスを、合理的に行う方向性を示し、それをデー
タベースとして公開したことで、半導体分野以外にも環境分野での有害物質の無害化やエ
ネルギー分野でのメタン分解、化学分野でのナノ素材開発等のプラズマ反応を研究テーマ
にした内外の技術開発に影響を与えた。
■ 磁気記録分野
ハードディスク装置における技術レベルが飛躍的に向上した。具体的には、記録密度でみ
ると、本プロジェクト開始時点頃に 1Gb/in2 程度であったものが、2007 年時点では 100〜
200Gb/in2 にまでなっている。これにより本プロジェクト開始当初の 1996 年のハードディ
スク装置の日本企業のシェアは 8％であったが、2001 年には 16％、2006 年には 33％（市
場規模 3 兆 3,400 億円）へ増加した。
■ 液晶分野
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本プロジェクトにより、液晶ディスプレイの表示機能や省エネルギーのレベルが向上した。
その結果、国際競争力が強化した。欧米や台湾メーカーへ、これらの技術を供与すること
により、利益を生み出している。電子技術学会や SID（国際情報ディスプレイ学会）等で
本プロジェクトに参加の研究者と国内外の研究者との交流は活発であり、関連レポートや
講演で、本プロジェクトの成果が引用されている例が多いなど、海外企業の技術開発へ影
響を与えた。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
本プロジェクトにより、電子ビーム露光装置の技術における技術レベルが飛躍的に向上し
た。本プロジェクト参加企業から分離した関連企業１社と本プロジェクト参加企業 2 社に
よる世界シェアは 90％近くを占めるに至り、1997 年当時に 60％を越える世界シェアを占
めていた米国 Etec 社の優位を覆した。
本プロジェクト当時は、外国との技術的な取引はない。ただし、本プロジェクト終了後は、
企業として外国での特許取得は積極的に行っている。
国内 3 社による世界席巻を実績に、本プロジェクト成果は国際標準となった。マスク描画
方式では、完全にリーダシップを取っている。直販描画方式では、国際標準等の協議につ
いてヨーロッパの VISTEC 社がイニシアチブを持っている。外国企業との主導的な技術提
携はしていない。なお、上記の本プロジェクト参加企業から分離した関連企業は、インテ
ルとサムソン電子に主導的な技術提携を行っている。
欧米でも、MCC 方式を採用する露光装置製造機器メーカーが創設されたので、本プロジェ
クトが外国の技術政策に影響を与えたと考えられる。本プロジェクトの成果が、イニシア
チブを取ったとまではいえない。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
電子ビームリソグラフィ技術における技術レベルが飛躍的に向上した。1997 年時点で電子
ビーム描画装置のシェアは、Etec 社が 60％以上を占有していたが、2003 年には国内 3 社
が 37％、27％、18％を占め、完全優位となって覆した。
成果に関しての外国との技術的な取引がある。製品は、インテル、サムソン電子、アプラ
イドマテリアル、台湾 TSMC 社へ出荷され、推定で CPU の 70％、DRAM の 90％の製造
に寄与している。
本プロジェクト技術分野に関連した外国での特許取得は積極的に行っている。国際標準の
決定に対しても、国内 3 社による世界席巻を実績に国際標準となった。
国際標準等の協議において、マスク描画方式では、完全にリーダシップを取っている。
米国、韓国や台湾企業との技術提携を行っている。本製品出荷以前に世界的シェアで 60％
を占有していた米国 Etec 社は、その後に市場から撤退し、日本企業がこの分野のイニシア
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チブを獲得した。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
本プロジェクトにより、国内の露光装置の技術やマスク描画の技術基盤の向上に波及し、
露光装置メーカーや、半導体製造用フォトマスクメーカーの国際競争力強化にも貢献した。
また、欧米や韓国、台湾の半導体メーカーへの販売実績があり、利益を生み出している。
本プロジェクト技術分野に関連した外国での特許取得は積極的ではなかったが、米国に対
して特許請願していると考えられる。
国際標準の決定に対し、本プロジェクトはメリットをもたらした。ASET 組合は、半導体関
連の規準設定の日本窓口であり、国内企業の意見調整も含めて対外的にも発言権を有して
いる。
国際標準等の協議において、我が国は部分的にはリーダシップがあるが、政治的な側面も
あり標準仕様の決定効果については何ともいえない。しかしながら、日米半導体摩擦交渉
時点よりはこうした協議がスムーズである。
外国企業との主導的な技術提携については、インテルとサムソン電子が外国からのメンバ
ーであるので技術提携が活発であった。なお、両社は半導体メーカーとして、縮小 X 線露
光技術の利用者でもあり、この技術を必要としている。
半導体製造プロセスにおける研究開発には巨額の投資が必要であり、企業 1 社では次世代
研究はままならない。日欧米の三極を軸に研究体制は整備されつつある現在、研究開発の
分野では棲み分け的な分担が進んでいる。パターニング・システムの分野では日本が独占
しているので、外国の技術政策としてコストやリスクの高い投資及び研究開発へ今後向か
うとは考えにくい。従って、光学系、マスク、計測、露光等の要素技術開発は、日本の専
門メーカーによるイニシアチブが確立したと考えられる。ただし、製品の生産・製造分野
では今後も熾烈な国際競争が続くであろう。
＜超微細感光技術＞
ArF 露光装置の技術は、フォトレジスト材の新材料開発に貢献し、半導体製造における集
積度を微細化させた。フォトレジスト材料市場の世界シェアの 90％を国内企業が獲得し、
国際競争力強化にも貢献したので、我が国における当該分野の技術レベルが向上した。
欧米や韓国、台湾の半導体メーカーへの販売実績はあるので、対外的にも利益を生み出し
ている。
本プロジェクト技術分野に関連した外国での特許取得は積極的ではないが、米国に対して
特許請願していると考えられる。
国際標準の決定に対し、本プロジェクトはメリットをもたらした。ASET 組合は、半導体関
連の規準設定の日本窓口であり、国内企業の意見調整も含めて対外的にも発言権を有して
いる。国際標準等の協議において、部分的には我が国がリーダシップをとれるようになっ
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たが、政治的な側面もあり標準仕様の決定効果については何ともいえない。日米半導体摩
擦交渉時点よりは協議がスムーズである。外国企業との主導的な技術提携は行われていな
い。
フォトレジスト材料市場の世界シェアの 90％を国内企業が獲得したため、外国の技術政策
や企業戦略に影響を与えたと考えられる。結果として、わが国の材料メーカーがこの分野
のイニシアチブをとれるようになった。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
半導体製造プロセスにおける基礎的な知識や技術基盤のレベルが向上した。この研究テー
マに関する製品は外国には販売していないので利益は生み出していない。外国での特許取
得はない。
国際半導体技術ロードマップ（ITRS）でのデバイスの仕様や標準化への貢献はない。外国
企業との主導的な技術提携はないし、外国の技術政策にまで影響を与えていないと考えら
れる。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
研究テーマとして、世界初であるので半導体製造プロセスにおける基礎的な知識や技術基
盤のレベルが向上した。本プロジェクト期間中は、海外企業からの注目を集めた。
この研究テーマに関する製品は外国には販売していないので利益は生み出していない。
外国での特許取得はない。外国企業との主導的な技術提携は行っていない。
＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
クリーニング装置における基礎的な知識や技術基盤のレベルが向上した。
＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
クリーニング装置開発における基礎的な知識や技術基盤のレベルが向上した。従来の超音
波方式では、金属やウェハー表面に損傷を与える危険性があるが、二流体ジェットクリー
ニング装置では、こうしたリスクはない。今後半導体製造のパターニングが複雑化、微細
化する中で、物理的限界に近い精度を達成したと考えられる。
半導体クリーニング装置の 50％は日本が製造しており、こうしたメーカーを通じて、外国
との技術的な取引が行われている。
企業として、外国での特許取得には積極的である。国際的な標準化への貢献はないが、半
導体製造分野では、多少は外国の技術政策に影響を与えていると考えられる。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
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ハードディスク装置における技術レベルが飛躍的に向上した。世界シェアの向上がこれを
証明している。ハードディスクの世界シェアは、1996 年当時で 8％。2006 年に 33％（市
場規模 3 兆 3,400 億円）へ増加した。
外国との技術的取引により利益を生み出している。
外国での特許取得は積極的に行っている。ただし、特許やノウハウはオープンにして利用
を促している。
製品種類が用途や性能毎に多様化しており、国際標準の定義が難しいが、GMR、TMR は、
国際的な標準となっている。
2004 年の TMR 開発、2005 年の垂直磁気記録媒体の開発以降は、国際的にもリーダシップ
を取っている。
外国企業との主導的な技術提携を行っている。本プロジェクト参加企業による IBM のハー
ドディスク部門の買収事例が示すように、本プロジェクトの成果を通じて業界の再編も促
進し、イニシアチブを取った。これからは収益に結びつけることが重要である。
（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
液晶ディスプレイの表示機能が向上した。欧米や台湾メーカーとの技術的な取引は増え、
利益を生み出している。外国での特許取得は積極的に行っている。ディスプレイ分野での
標準化には影響していない。あくまでも製品レベルのメリットである。材料の研究分野で、
ドイツのメルクとの技術提携があった。
特許取得で外国の企業戦略に影響を与えたと考えられる。論文での引用例や海外での講演
でもそうした関心の高さを感じる。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
液晶ディスプレイの表示機能と省エネルギーの点で、当該分野の技術レベルが向上した。
外国での特許取得は行っている。ディスプレイ分野での標準化には影響していない。あく
までも製品レベルのメリットである。材料の研究分野で、技術提携とはいかないが技術的
な交流があった。
Ⅰ−２．研究開発力向上効果
（１）知的ストックの蓄積度合
ここでは、本プロジェクトによる知的ストックの蓄積度合についてまとめた。
■ 半導体分野
電子ビーム直接描画システム技術の研究開発成果は、2006 年度以降も ASET 組合内のマス
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ク D2I 研究プロジェクト（2005 年度〜）におけるマスク設計・描画・検査総合最適化の基
盤技術確立の研究開発で活用されている。マスク描画方式は、企業において、マスクパタ
ーンの微細化、複雑化、マスク枚数の増加を実現するための、より進んだ研究開発に活用
されている。
縮小 X 線露光技術は、2012 年を目標にマスク描画技術として実用化することを目指し、現
在、本プロジェクト参加企業を含む半導体企業 10 社による開発コンソーシアムである株式
会社半導体先端テクノロジーズ（Selete）での継続研究に活用されている。等倍 X 線露光
技術の研究者の多くは、本プロジェクト終了後においても、縮小 X 線露光技術の研究を続
けている。
超微細感光技術は、露光装置の技術やフォトレジスト材料評価の技術レベルの向上に寄与
しており、将来的に露光、材料系、レーザー等の要素技術開発にも寄与すると期待できる。
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術における研究開発については、半導体製造時の
エッチング反応の制御技術に応用され、半導体製造装置の性能向上に貢献している。本プ
ロジェクトの成果は、産業技術総合研究所、京都大学、名古屋大学の研究に活用されてい
る。
■ 磁気記録分野
本プロジェクト終了後にも本プロジェクトに参加した研究者は、新製品の開発や生産性向
上等の新たな技術開発に従事している。垂直磁気記録媒体、面内磁気記録媒体、GMR、TMR
等の低価格化、機能向上（高密度化、小型化等）や量産性の研究開発に本プロジェクトの
成果が参加企業で活用されている。
■ 液晶分野
本プロジェクトの成果は本プロジェクト参加企業の研究に活用されている。本プロジェク
トからの派生技術である 3 次元半導体の縦型導体形成は、本プロジェクト参加企業内の半
導体研究部門での問題解決に寄与している。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
2006 年度以降も ASET 組合内のマスク D2I 研究プロジェクトで継続している。
研究開発は、
本プロジェクト終了後に本プロジェクトに参加した研究者が露光装置の関連の派生技術の
分野でも研究を行っている。
MCC 方式や CP 方式によって得られた知的ストックが、マスク描画方式の要素技術にも活
用され、スループットの上昇による生産性向上等に寄与している。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
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マスクパターンの微細化、複雑化、マスク枚数の増加を実現するために、企業内で研究開
発が継続している。
本プロジェクト終了後も参加研究者は製品開発に必要な範囲で派生技術研究を行っている
と考えられる。特に、光の干渉によるパターン変形（近接効果）を補正するためのソフト
ウェア開発と計算処理時間を短縮するアルゴリズム構築が今後のテーマである。この知的
ストックが将来的に新たな成果を生み出し、製品としての性能向上の可能性が高まってい
る。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
本プロジェクトにおける前期研究としての等倍 X 線露光技術が、後期研究の縮小 X 線露光
技術の研究に引き継がれた。この縮小 X 線露光技術は、2012 年まで Selete で継続研究状
態である。
等倍 X 線露光技術の研究者の多くが、前期研究終了後に参加企業の了解の下で縮小 X 線露
光技術の研究に参加した。
本プロジェクトの終了時から現在までの間に、知的ストックとしてノウハウが蓄積し、露
光装置の技術やマスク描画の技術レベルが向上し、将来的にも光学系、マスク、計測、露
光等の要素技術開発に寄与すると期待できる。
＜超微細感光技術＞
当該分野における研究開発作業は、研究開発レベルを既に経過し、完全に実用化、製品化
の段階である。さらに、各企業内では、機能向上のための開発が継続しているかも知れな
い。
研究開発知的ストックとして、露光装置の技術やフォトレジスト材料評価の技術レベルは
向上し、将来的にも露光、材料系、レーザー等の要素技術開発に寄与すると期待できる。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
当該分野における研究開発は、名古屋大学で研究が継承されている。名古屋大学を中心に、
この分野の国際学会での活動も活発である。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
当該分野における研究開発については、本プロジェクト終了後に参加企業のプラズマ研究
は中断していたが、産総研、京都大学、名古屋大学では継承されている。名古屋大学では、
ナノ工学の分野でも融合的な研究を行っている。大学では、ノウハウ、装置、人材、ソフ
トやデータも整備され、知的ストックも蓄積されつつある。
＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
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クリーニング装置製造企業において、研究が継続されていると考えられる。
＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
研究開発そのものは、経営戦略上の事情で縮小しており、研究は継承されていない。研究
開発の延長線上には、ユーザーによる実用化のニーズに対応した 30nm 精度をオーバーす
るクリーニング技術改良の可能性はある。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
垂直磁気記録媒体、面内磁気記録媒体、GMR、TMR 共に、企業内での研究開発が続いて
おり、機能向上や量産性を追求している。
（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
当該分野における研究開発が社内で継続している。本プロジェクトからの派生技術として
は、3 次元半導体の縦型導体形成技術が、社内の半導体研究部門での問題解決に寄与してい
る。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
一画素カラー発光素子液晶技術は、バックライトを必要としない反射型液晶ディスプレイ
の要素技術のうち、偏光板を用いることなく、また従来の RGB 三画素でなく一画素で発光
させる素子を開発した。この技術は、バックライトに頼らず反射光で明るさを効率的に再
生する技術であるが、期待する明度を達成するためには技術的障壁が高かった。ただし、
今でも本プロジェクト参加企業のうち 2 社で研究が継続されている。本プロジェクト参加
は、研究が内向的になった時代に人的交流基盤が整備されたため、当時の若手研究者の大
きな刺激となった。
（２）研究開発組織の改善・技術戦略への影響
ここでは、本プロジェクトによる研究開発組織の強化・改善や実施企業の技術戦略への影
響についてまとめた。
■ 半導体分野
本プロジェクトに参加した研究者により、情報を共有する基盤が形成され、企業間の競合
関係を凌駕した良好な交流が生まれた。本プロジェクト期間中は、研究者同士のコミュニ
ケーションが活性化し、公式・非公式の研究交流基盤が構築され、終了後もこの人的ネッ
トワークが大いに活用されている。また、集中研方式では、他社との情報交換や共有を促
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進する効果が分散研方式に比べて高く、現在もそれが業種を越えて活用されている。
研究開発部門の再構成等、企業内の組織改編については、本プロジェクトに参加した一部
の企業で、開発部の創設につながったなど、本プロジェクトの寄与があった。本プロジェ
クトの成果が製品のコストパフォーマンス向上につながり、顧客やビジネスパートナーが
要望する経済性へも寄与した。
企業においては、プロパテント等の特許戦略に対する意識は元々高く、本プロジェクトで
も高い意識を持って取り組んだ。
■ 磁気記録分野
学会、フォーラムにおける本プロジェクトの成果発表を通して、研究者間の交流が活発と
なり、企業間の垣根を越えたコミュニケーションが生まれている。
小型化、高密度化など、製品の性能が上がり、家電業界等の製造メーカーはさらに経済的
で効率的な製品をエンドユーザーに提供できた。
本プロジェクト参加により、自社で行う技術開発の方向性がはっきりし、企業においては
研究予算の増額に寄与し、その後の企業における研究開発の方向性に示唆を与えた。
本プロジェクトの参加により、研究開発部門の再構成や企業の組織改編は、特になかった。
■ 液晶分野
当該分野の研究会や学会への本プロジェクトの成果発表が活発であり、企業内の研究会で
も成果は活用されている。本プロジェクトの成果を活用した見やすい液晶ディスプレイは、
ハンディターミナル等の製造メーカーに好評で、それを活用した商品の魅力を高めた。液
晶ディスプレイを開発する素材メーカーと電子装置メーカーの共同研究形態は、分野横断
的な知財の価値を再確認するきっかけとなった。
本プロジェクトにより、企業においては研究予算の増額とスタッフ増員に寄与したが、研
究開発部門の再構成や企業の組織改編は、特になかった。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
当該分野の公的委員会、学会への参加も活発で、マスク D2I 研究プロジェクトの研究基盤
につながっている。
顧客やビジネスパートナーに対しては、本プロジェクトの成果や製品がコストパフォーマ
ンスの向上につながり、その経済効果にも影響を与えた。また、技術の管理組織を再編成
する契機となった。研究開発部門の再構成等、社内の組織改編については、当社の MCC（マ
ルチカラムセル）開発部の創設につながったので改編に寄与したと考えられる。研究開発
の予算規模は、前期研究を契機に、社内予算の増額に寄与した。
特許戦略に対しては、企業は元々積極的に取り組んでいる。企業の技術戦略へも影響を与
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え、カラム方式の物理的メカニズムを研究した成果は、MCC 方式を進める上で技術的にも
正しい方向であることが確認され、その後の技術戦略を確立した。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
当該分野の研究者間交流は活発で、その後の統合研方式の研究基盤につながっている。当
初は、分散研方式であったが、直接描画方式の研究スタッフとも情報交換を行い、コミュ
ニケーション効果は高い。本プロジェクトから生まれた製品は、顧客ニーズにもかない、
その調達コストの削減に寄与した。
本プロジェクトは、技術管理組織を再編成する契機とならなかった。分散研方式で、自社
の管理組織形態はそのままであった。同様に、自社の研究開発部門の形態もそのままであ
った。
研究開発の予算規模については、このテーマで元々自社予算の投入も検討されていた。特
許戦略に対しては、本プロジェクトとは関係なく、積極的に取り組んでいる。
本プロジェクトにより、マスク描画方式が技術的にも、市場的に正しい方向であることが
確認され、その後の技術戦略を確立した。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
本プロジェクト参加により、研究者の交流とコミュニケーションの活性化に寄与した。今
でも、企業間の壁を越えて、公式・非公式の研究交流基盤を活用している。
研究目的の共同プロジェクトは必要な情報を共有する基盤が形成され、企業間の競合関係
を凌駕した良好な交流が生まれた。しかし、製品化や商品開発では、このような企業間交
流は実現せずに、常に競合・競争的な関係となっている。
本プロジェクトによる企業の顧客やビジネスパートナーとの関係の変化は、製品のコスト
パフォーマンス向上という点で経済効果は明確でないものの大局的には寄与したと考えら
れる。
ASET 組合が主導する研究開発プロジェクトは、企業の技術管理組織の再構成にも影響して
いる。極端な場合には、その開発チーム全体が ASET 組合に転籍した例もあった。参加企
業では、ASET と競合する研究開発部門を縮小し、その余力を別の研究シーズ育成に振り分
けることができた。
ASET 組合での委託予算は各企業の研究予算を補填したこ
研究開発の予算規模については、
ともあり、その増額に寄与した。
プロパテント等の特許戦略に対する意識には、余り影響はなかった。集中研方式で情報共
有が進み特許への意識は希薄であったが、共同出願で行った。
本プロジェクトが、企業の技術戦略に与えた影響としては、巨額の予算投資を必要とする
大型研究計画の必要性と参加企業の協調性である。今後、こうした研究プロジェクトは、
日欧米の三極体制から生まれると考えられるので、日本としても産官学が一体となって有
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望ターゲットに対する選択と資源の効率的な集中戦略を立案することが重要である。
＜超微細感光技術＞
本プロジェクトは、研究者の交流とコミュニケーションの活性化に寄与した。今でも、企
業間の壁を越えて、公式・非公式の研究交流基盤を活用している。
研究レベルでの共同プロジェクトは、必要な情報を共有する基盤が形成され、企業間の競
合を凌駕した良好な交流が生まれた。製品化や商品開発では、このような企業間交流は実
現しない。常に競合・競争的な関係となっている。
顧客やビジネスパートナーとの関係の変化については、製品のコストパフォーマンス向上
という点で経済効果は明確でないもののフォトレジスト材料分野では寄与した。
ASET 組合が主導する研究開発プロジェクトは、企業の技術管理組織の再構成にも影響して
いる。極端な場合には、その開発チーム全体が ASET 組合に転籍した例もあった。本プロ
ジェクトと競合する研究開発部門を縮小し、その余力を別の研究シーズ育成に振り分けた。
ASET 組合での委託予算は、
各企業の研究予算を補填したこともあり、
その増額に寄与した。
プロパテント等の特許戦略に対する意識には、余り影響はなかった。集中研方式で情報共
有が進み特許への意識は希薄であったが、共同出願で行った。
企業の技術戦略に与えた影響としては、研究技術組合の有効性の認識と参加企業の協調性
である。今後、こうした研究プロジェクトは、世界的にも日欧米の三極体制から生まれる
と考えられるので、日本としても産官学が一体となって有望ターゲットに対する選択と研
究資源の効率的な集中戦略を立案することが重要である。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
国主導の研究組合の成果として、技術的な絞り込みにより我が国の企業の技術力向上と生
き残りが促進された。結果として、競争力が向上した。本プロジェクトによって、各企業
の無駄ともいえる開発競争が回避され、開発コストが低減したはずである。従って、経済
性も向上したと考えられる。
技術の管理組織を再編成する契機については、特に参加企業の問題でもあり一概にいえな
い。本研究テーマの例では、研究員の多くは本プロジェクト終了後に所属企業に戻らなか
ったので、新しい組織への移行を促進したとも考えられる。研究開発部門の再構成、社内
の組織改編へは寄与していない。
ASET 組合での委託予算は、各企業の研究予算を補填し、その増額に寄与した。プロパテン
ト等の特許戦略に対する意識は高くなったが、現実レベルでは実現の方向には向かってい
ない。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
学会、フォーラム、研究者間交流等の公式・非公式の研究者間のコミュニケーションが整
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備・活用されている。様々なノウハウや装置が、企業の好意もあり導入された。その成果
がまた企業の自主研究を刺激した部分もある。チャンバー等の装置メーカーは、本プロジ
ェクトで得た成果を性能向上や新製品への反映に寄与させた。
研究テーマの成果により、開発コストが低減した。従って、経済性も向上したと考えられ
る。
ASET 組合での委託予算は、各企業の研究予算を補填し、その増額に寄与した。ASET 組合
での予算獲得には、NEDO や経済省の理解があったと考えられる。プロパテント等の特許
戦略に対する意識は高くなったが、現実レベルでは実現の方向には向かっていない。
企業の技術戦略への影響として、プラズマ計測技術、電子ブローブ開発、ドライエッチン
グ技術の方向性を示した。
＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
研究開発組織の改善・技術戦略への影響は期待できない。なお、開発コストが低減したた
めに、経済性も向上したと考えられる。また、ASET 組合での委託予算は、各企業の研究予
算を補填したこともあり、その増額に寄与した。
＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
個人的な付き合いはあるが、研究テーマの発展につながるようなインフラではない。顧客
に対しては、利便性や経済性を向上させたと考えられる。学会発表をきっかけに引き合い
があり、広報効果も認められる。
ASET 組合での委託予算を補填するために、社内の予算は増額された。特許戦略に対する意
識が高くなった。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
学会、フォーラム、研究者間交流が活発であり、企業間の垣根を越えたコミュニケーショ
ンも生まれている。分散研方式であるが、当時当社で採用していたプロジェクトマネジメ
ント方式を提案して、企業の建前と本音間の壁を壊してオープンな関係を構築したことが、
成果にもつながった。
コミュニケーションを図るために、室長会議を 2 ヶ月毎に開催し、場所は各社回り持ちと
して、研究計画、研究予算、学会参加報告、連絡事項を討議した。
製品のパフォーマンスが上がったので、顧客やビジネスパートナーはさらに経済的で効率
的なビジネスソリューションをエンドユーザーに提供できた。
本プロジェクトは、当社の管理組織を再編成する契機にはならなかった。逆に、当社の管
理方式を ASET 組合に提案した。また、当社の研究開発部門の再構成や社内の組織改編の
契機にはならなかった。
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本プロジェクトは、垂直磁気記録媒体の研究テーマについては社内予算の増額に寄与した。
特許戦略に対しては、元々積極的に取り組んでいる。技術的にも正しい方向であることが
確認され、その後の技術戦略を確立した。
（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
当該分野の研究会や学会への参加も活発であり、社内の研究会でも成果が活用されている。
液晶ディスプレイ分野での製造企業同士の共同研究に成果は貢献したと考えられる。モア
レ縞の解消は、顧客やビジネスパートナーに好評で、商品の魅力を高めた。
なお、本プロジェクトが管理組織を再編成する契機となったことはない。同様に、研究開
発部門を再構成する契機となってはいない。社内予算の増額とスタッフ増員には寄与した。
特許戦略に対しては、元々積極的に取り組んでいる。本プロジェクト経験により、本流と
もいえる事業戦略に即した研究テーマは、中核的に位置付けてさらに強化する技術戦略を
打ち出した。また、派生技術の分野で、当社主導で進めるよりも外部企業に委託した方が
良いと思われるテーマは、技術移転やライセンス供与とすることとした。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
当該分野の研究会や学会への参加も活発であり、社内の研究会でも成果が活用されている。
液晶ディスプレイ分野での素材メーカーと電子装置メーカーの共同研究形態は、ノウハウ
の持ち寄りやコミュニケーションの育成という貴重な経験を得た。社内予算の増額にある
程度は寄与した。特許戦略に対しては、元々積極的に取り組んでいる。
素材メーカーと電子装置メーカーの共同研究形態は、複合分野にわたる知財の価値を再確
認し、有効に活用すべきであるという意味で単独企業の技術戦略に視野を拡大することの
重要性を示した。
（３）人材への影響
ここでは、本プロジェクトによる人材の効率的・効果的配置や能力の向上への影響につい
てまとめた。
■ 半導体分野
電子ビーム直接描画システム技術では、本プロジェクト従事者の中で 2、3 名程度が国内外
でのトップレベルに達し、その人的ノウハウは高速電子ビーム直接描画装置の開発につな
がるなど、自社内の技術開発において中心的な役割を担うようになった企業が生まれた。
博士号の取得は 1 名が確認できた。企業間では通常生まれないような研究者同士の人的ネ
ットワークが本プロジェクトにより形成され、その後も活発な交流が行われており、人材
育成に寄与している。
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超高精度遮光パターン技術では、装置産業と素材産業との研究者同士の活発な人的交流が、
本プロジェクト終了後も活用されており、研究者の継続的な人材育成に寄与している。
超短波長電磁波パターニング・システム技術では、本プロジェクトにより、日本有数の研
究者が生まれ、これらの研究者は縮小 X 線露光技術（EUV 露光装置）の研究に現在も従事
しており、2012 年実用化に向けて継続研究をしている。博士号を取得した研究者が少なく
とも 1 名確認できた。本プロジェクトは集中研方式であり、研究者間の人的交流が活発で
あり、今でも企業間の壁を越えて交流が行われている。
超微細感光技術では、本プロジェクトにより、ArF 用レジスト材の開発分野で日本有数の
研究者が生まれると共に、ArF 用レジスト材の世界シェア拡大がもたらされた。本プロジ
ェクトをきっかけとした博士号取得者は５名まで確認できた。
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術では、研究者の能力向上に結び付くような研究
者間の人的交流が行われ、研究員の人材育成に寄与している。博士号を取得した者が少な
くとも 1 名確認できた。また、本プロジェクトにより、プラズマをテーマにした国立大学
法人の COE の採択にも寄与している。
超先端クリーニング基礎技術では、研究者の能力向上に結び付くような研究者間の人的交
流が行われ、交流は継続された。博士号取得者は確認できなかった。
■ 磁気記録分野
本プロジェクト従事者の中で、2005 年度には産学官連携後者表彰で経済産業大臣賞を受賞
する等、トップレベルに達した研究者が生まれた。博士号を取得した研究者が少なくとも 1
名確認できた。プロジェクト中に企業間では通常生まれないような研究者同士の活発な人
的交流が行われ、現在でも継続している。
■ 液晶分野
国内外に装置メーカーと材料メーカー双方の協業が進み、本プロジェクト従事者の中で、
液晶分野で第一人者と評価される研究者が生まれ、現在でも当該分野の研究の中心的役割
を果たしている。博士号は少なくとも 2 名は取得したことが確認できた。研究開発で通常
接点がない装置メーカーと素材系のメーカーと、本プロジェクト中に研究者同士の活発な
人的交流が行われ、その後も継続している。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
研究チーム中でも 2、3 名程度が国内外でのトップレベルに達し、その人的ノウハウは「高
速電子ビーム直接描画装置の開発」にもつながるなど、自社内の技術開発において中心的
な役割を担うようになった。学会への論文発表が活発であった。博士号は 1 人取得した。
本プロジェクト従事者の研究実績は、企業にも評価されている。その研究経験は、直接的
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かつ短期的には企業での成果に直結しないかもしれないが、個々のプロジェクト従事者の
スキルの向上にはつながっている。ただし、ASET 組合内での評価と企業との評価が完全に
一致しないことも事実である。
横のつながりとして、企業間では通常生まれないような研究者同士の人的交流が活発であ
った。関連分野の研究者増員は、少数精鋭主義のために行われなかった。事業部間の兼ね
合いもあり増員は困難であった。国内外からの評価は、電子ビーム描画装置の技術により、
内外の高い評価を得たと考えられる。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
研究チームのメンバーがマスク技術による露光装置の微細化の分野で世界市場シェアを独
占する程のトップレベルに達した。ただし、現時点では、米国の応用物理学やコンピュー
タシミュレーション分野に対して、日本のソフトウェアテクノロジーのレベルやアプリケ
ーション軽視の志向性には大きなギャップと危機感を感じている。特に、日本はコアにな
るノウハウを外部委託する傾向があり、スキルが自社内で向上しない。
学会への論文発表が活発であった。博士号も取得した。プレス発表はさほど積極的ではな
く、顧客企業には直接出向いて営業した。
企業での ASET 組合の研究実績は重視されているし、優秀なスタッフを本プロジェクト当
時は投入した。自社内での分散研方式なので、ASET 組合での評価と企業との評価が一致し
ている。
装置産業や素材産業間の研究者同士の人的交流は活発であった。関連分野の研究者増員は
検討していない。電子ビームびょうが装置の技術とその製品化により、ASET 組合は内外の
高い評価を得た。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
本プロジェクトにより、日本有数の研究者が生まれ、これらの研究者は縮小 X 線露光技術
（EUV 露光装置）の研究に現在も従事しており、今後の実用化に向けて継続研究をしてい
る。また、論文発表は活発に行われた。こうした研究をきっかけに博士号を取得した人も
いる。
本プロジェクト従事者の企業内での評価については、プロジェクト中は出向扱いであり、
その間の評価は企業毎に違う。ASET 組合内での研究評価は企業の人事評価とは別物である。
ASET 組合での研究テーマとはまったく違うテーマに参加して
所属企業に戻った研究者は、
いる。また、ASET 組合でのテーマをさらに継続したい研究者は、企業との調整後に継続研
究に参加した。従って、本プロジェクト参加により企業内での評価が高まったとは必ずし
もいえない。
本プロジェクトは集中研方式であり、研究者間の人的交流が活発であった。関連分野の研
究者増員の要望は ASET 組合側にあったが、応募してくれた企業は少ない。各企業の問題
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であるが、当時は不況でもありその余裕はなかった。そのために、等倍 X 線露光技術の終
了時に、その研究スタッフを後期研究の縮小 X 線露光技術に割り当てた。
国内外の評価については、ASET 組合自体は、Selete と共に研究機関としての評価が高い。
＜超微細感光技術＞
本プロジェクトにより、ArF 用レジスト材の開発分野で日本有数の研究者が生まれ、当該
分野の世界シェア拡大がもたらされた。論文発表が活発に行われた。研究をきっかけとし
た博士号取得者は少なくとも 5 名である。
本プロジェクト中には、研究者は出向扱いであり、その間の評価は企業毎に違う。ASET
組合内での研究評価は企業の人事評価とは別物である。所属企業に戻った研究者は、ASET
組合での研究テーマとはまったく違うテーマに参加している例もある。従って、企業内で
の評価が高まったとはいえない。
集中研方式では、研究者間の人的交流が活発であった。本プロジェクト期間中の増員の要
望は ASET 組合側にあったが、応募してくれた企業は少ない。各企業の問題であるが、不
況でもありその余裕はなかった。なお、超微細感光技術の研究スタッフの有志を、平行し
て実施された縮小 X 線露光技術チームに割り当てた例もある。
成果や組織としての評価については、ASET 組合は、国際的にも研究機関としての評価が高
い。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
本プロジェクトにより、国内外において第一人者と評価される研究者が生まれたとは思え
ない。企業の体質もあり、研究成果が評価される体制が整っていない課題もある。
論文発表、博士号取得は活発ではなかったと考えられる。
本プロジェクト従事者の企業内での評価については、残念であるが ASET 組合内での研究
評価は企業の人事評価とは別物であり、多くの研究者が所属企業を退職したことでも、評
価に結びつかなかった。
研究者の能力向上に結び付くような研究者間の人的交流は行われた。関連分野の研究者増
員については、各企業の問題であるが、当時は経済的な停滞もあり、中央研究所の閉鎖や
研究者のリストラもあって、増員どころではなかった。
ASET 組合自体は、国内外の評価が高く研究機関としての貢献度が高い。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
本プロジェクトにより、プラズマ計測技術分野の研究者のレベルが向上した。博士号取得
者も、電機メーカー出身者にはいた。
なお、ASET 組合内での研究評価は企業の人事評価とにはズレがある。ASET 組合では、人
事評価は特になかった。こうした形態では、出向者のモチベーション維持と研究者本人が
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幸福であったかどうかが問題である。
研究者間の人的交流が行われた。中堅研究員への刺激になった。ASET 組合自体は、半導体
研究分野において内外の評価が高く、当該分野を主導する研究機関としての貢献度が高い。
本プロジェクトにより、プラズマをテーマにした国立大学法人の COE の採択にも寄与して
いる。
＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
国内外において第一人者と評価される研究者が生まれたとは思えない。企業の体質もあり、
研究成果が評価される体制が整っていない課題もある。
論文発表、博士号取得は活発ではなかったと考えられる。
本プロジェクト従事者の企業内での評価については、残念であるが、ASET 組合内での研究
評価は企業の人事評価とは別物であり、多くの研究者が所属企業を退職したことでも、評
価に結びつかないことがわかる。研究者の能力向上に結び付くような研究者間の人的交流
は行われた。
ASET 組合自体は、内外の評価が高く研究機関としての貢献度が高い。
＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
第一人者と評価される研究者が生まれたとは思えない。
参加研究員のスキル向上は、長期的には企業としての評価に一致するはずである。短期的
には、評価しきれないのが現状である。研究者間の人的交流は行われた。
また、ASET 組合自体は、評価が高く研究機関としての貢献度が高い。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
研究チーム内で超高密度化によりハードディスク分野の業界再編にもつながる成果を生み
出したことでもわかるようなトップレベルに達した研究者が生まれた。2005 年度には産学
官連携後者表彰で経済産業大臣賞を受賞した。学会への論文発表は活発であった。博士号
を取得した研究者もいる。なお、当時の ASET 組合内での研究評価の判断基準には、論文
発表、博士号取得及びプレス発表を含めた。マスコミに対するプレス発表も含まれており、
それらを組合として奨励した。
ASET 組合での研究実績が重視され、
社内でも、
企業との評価が一致していると考えられる。
当社の場合は、特に優秀な研究者を担当させた。また、こうした研究者に刺激されて、若
手の育成にも寄与した。
横のつながりとして、企業間では通常生まれないような研究者同士の人的交流が活発であ
った。合宿での討議や各社で達成目標を自主的に策定したことが励みになった。各社の研
究を縦軸に、コミュニケーションを横軸に、活気と自由度のある組織を目指した。
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関連分野の研究者増員については、予算と密接に絡んだことであり、増員はなく人員数と
しては横ばいであった。
本プロジェクトは、ASET 組合と共に内外の高い評価を得た。
（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
国内外において、装置メーカーと材料メーカー双方の協業分野が進み、液晶分野で第一人
者と評価される研究者が生まれ、現在でも当該分野の研究の中心的役割を果たしている。
学会への論文発表が活発であった。博士号も少なくとも 2 名は取得した。
集中研方式では、ASET 組合での研究実績と企業による評価は別である。分散研方式では、
企業との評価が一致していると考えられる。素材系のメーカーとは通常接点がないが、今
回は研究者同士の人的交流が活発であった。
必要性から関連分野の研究者増員が行われた。本プロジェクト終了後を見据えて、その必
要性を感じて増員に踏み切った。本プロジェクトは、内外の高い評価を得たと考えられる。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
学会への論文発表が活発であった。
分散研方式では、ASET 組合での研究実績と企業の人事評価が一致していると考えられる。
ASET 組合での研究メンバーは、配置換えやテーマ変更があったものの、ほとんどが所属企
業で研究を続けている。素材系のメーカーとは通常接点がないが、今回は研究者同士の人
的交流が活発であった。
ASET 組合は内外の高い評価を得たと考えられる。
Ⅰ−３．経済効果
ここでは、本プロジェクトによる直接的・間接的な特許収入や製品販売状況等の経済効
果についてまとめた。
（１）市場創出への寄与
ここでは、本プロジェクトによる新しい市場の創造やその市場の拡大についてまとめた。
■ 半導体分野
電子ビームリソグラフィ技術の成果を活用した電子ビーム描画装置の世界市場における日
本企業のシェアが 2000 年 49％から 2006 年 91％（市場規模 410 億円）に向上した。超微
細感光技術の成果を活用した ArF 用フォトレジスト材料の実用化などにおり、当該市場の
国内企業によるシェアが 2004 年時点で 90％ （市場規模 150 億円程度） と、市場をほぼ
独占するに至った。
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■ 磁気記録分野
本プロジェクト開始当初の 1996 年のハードディスク装置の日本企業のシェアは 8％であっ
たが、2006 年には 33％（市場規模 3 兆 3,400 億円）へ増加した。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
本プロジェクトにより、電子ビーム露光装置の技術における技術レベルが飛躍的に向上し
た。本プロジェクト参加企業から分離した関連企業１社と本プロジェクト参加企業 2 社に
よる世界シェアは 90％近くを占めるに至った。直接描画方式によって製造された受送信素
子としてのガリウムヒ素デバイス、磁気ヘッドは、衛星通信やモバイル通信の基地局整備
を通じて新市場の創造に貢献した。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
新市場の創造とはいかないが、市場の改革には貢献した。電子ビーム描画装置の世界市場
における日本企業のシェアが 2000 年 49％から 2006 年 91％（市場規模 410 億円）に向上
した。なお、将来的には高電圧加速形成ビーム方式の実用化により市場が拡大する可能性
がある。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
縮小 X 線露光技術は、次世代の描画装置、マスク製造、光学系への市場創造に寄与すると
考えられる。
＜超微細感光技術＞
ArF 用フォトレジスト材料市場の世界シェアの 90％を国内企業が獲得した。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
半導体製造の基盤開発であったが、製品市場の拡大につながるような寄与には至らない。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
半導体製造分野で、チャンバーの開発には寄与した。
＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
さほど大きな市場創造には至らなかった。
＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
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クリーニング市場自体は、半導体分野に比例しており、さほど大きくなっていないし、新
市場は創造していない。ただし、クリーニング市場内のシェア獲得には大きく貢献し、超
音波や洗浄薬液によるクリーニング方式に対して優位に立った。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
ビデオ市場では、メモリや DVD 録画からディスク録画への移行を促進した。ハードディス
クの世界シェアは、1996 年当時で 8％。2006 年に 33％（市場規模 3 兆 3,400 億円）へ増
加した。iPod に代表される MP3 採用の携帯音楽プレイヤー市場の創造にも貢献した。
（２）経済的インパクト
ここでは、本プロジェクトによる生産波及、付加価値創出、雇用創出への影響についてま
とめた。
■ 半導体分野
本プロジェクトの成果を活用して実用化された電子ビーム描画装置や ArF 露光装置用レジ
スト材料、環境対応型精密洗浄システムなどは、いずれも最先端の半導体製造に欠かせな
いものであり、世界の半導体製造に活用されている。半導体は、コンピュータやデジタル
家電、携帯電話など、多くの製品に不可欠なデバイスであり、その適用範囲は情報化の進
展等によりさらに拡大されることは確実である。
世界の半導体の売上高をみると、2007 年において 31 兆 8,750 億円程度となっており、前
年比 2.9％増と、今後も拡大することが予想される。さらに、半導体を利用した製品まで含
めれば、その経済的インパクトは半導体そのものの何倍もの効果となる。
■ 磁気記録分野
ハードディスク装置は、パソコンやカーナビゲーション、ビデオデッキなどに活用されて
おり、従来の記録メディアに対し、記録容量当たりのコストを下げたり、読み書きのスピ
ードを向上させたりすることで、市場に受容されている。その用途は今後も拡大すること
が想定される。
ハードディスク装置が搭載された上記 3 製品の国内市場をみると、2007 年において 2 兆 660
億円程度となっている。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
本プロジェクト成果は、当社事業部の利益としては小さいが技術的向上には寄与した。そ
の技術や派生技術の実用化により、MCC 方式の製品普及後には売り上げ増になると期待で
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きる。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
本プロジェクトにより生み出された技術や派生技術の実用化により、製品の売り上げと利
益も大きく、技術的向上にも寄与した。電子ビーム描画装置の世界市場における日本企業
のシェアが 2000 年 49％から 2006 年 91％（市場規模 410 億円）に向上した。また、半導
体業界の売り上げ増につながったと期待できる。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
本プロジェクトは基盤技術でもあるので、製品売り上げや利益増加にどれだけ貢献してい
るかはコメントできない。
＜超微細感光技術＞
本プロジェクトは、半導体市場の構造変革につながるインパクトを与え、半導体やその利
用製品の売り上げや利益増加にかなり貢献した。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
本プロジェクト成果は、製品売り上げや利益増加には貢献していない。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
製品売り上げや利益増加にはあまり貢献していない。
＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
元々、こうした影響は検討外であり、該当する効果はないと考えられる。
＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
製品の売り上げと利益が増加した。また、当該装置は半導体製造に活用され、半導体産業
に経済的な効果をもたらした。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
利益に結びつけるのは製品化や営業の課題であるが、世界シェアの獲得や製品の売り上げ
には寄与した。国産ハードディスクの世界シェアは、1996 年当時で 8％。2006 年に 33％
（市場規模 3 兆 3,400 億円）へ増加した。
ただし、高性能な製品ではあるが、コモディティ化している現状では、製品単価が上げら
れないことが悩みである。ハードディスク製造の派生技術としては、ディスク素材や製造
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技術の分野を活性化し、当該製品を製造する本プロジェクト不参加企業の売り上げ増につ
ながっていると考えられる。
（３）産業構造転換・活性化の促進
ここでは、本プロジェクトによる産業構造の転換や活性化への影響についてまとめた。
■ 半導体分野
本プロジェクトにより、電子ビーム描画装置の世界市場における日本企業のシェアや売上
が 2000 年 49％から 2006 年 91％（市場規模 410 億円）に向上するなど、半導体製造装置
の分野における日本の産業の重要性が大きく向上した。また、ArF 用フォトレジスト材料
市場の国内企業によるシェアが 2004 年には 90％（市場規模 150 億円程度）と、ほぼ独占
するなど、材料分野での市場拡大をもたらした。
■ 磁気記録分野
本プロジェクトは、市場の拡大に寄与し、日本企業のハードディスク装置の売上高は 1 兆
円を突破するに至った。既存企業の市場撤退や買収による再編、新製品の創出があった。
本プロジェクトがこの流れを促進したとも考えられる。
■ 液晶分野
反射型液晶の市場は、当初想定した程に拡大はしておらず、今後の技術レベルの向上によ
る市場の拡大が期待される。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
直接描画装置の成果のみでは生産性・経済性は向上していない。
電子ビーム描画装置市場全体を考えれば、新会社の創設があった。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
半導体分野を通じて電子・情報関連産業における市場の拡大に寄与したと考えられる。電
子ビーム描画装置の世界市場における日本企業のシェアや売上が 2000 年 49％から 2006 年
91％（市場規模 410 億円）に向上するなど、半導体製造装置の分野における日本の産業の
重要性が大きく向上した。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
Selete での縮小 X 線露光技術の研究が完了し、半導体の製品化段階でないと各関連産業に
おける市場の拡大への寄与はコメントできない。
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＜超微細感光技術＞
本プロジェクトは、市場の構造変革につながるインパクトを与え、半導体やメモリ等の製
品売り上げや利益増加にかなり貢献した。また、新材料が既存の材料を駆逐し、材料市場
における構成とシェアを変革させた。具体的には、ArF 用フォトレジスト材料市場の国内
企業によるシェアが 2004 年には 90％（市場規模 150 億円程度）と、ほぼ独占するなど、
材料分野での市場拡大ももたらした。
さらに、半導体製品の歩留まりや性能向上を通じて、生産性・経済性を向上させたと考え
られる。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
本プロジェクトが半導体製造分野でも主要なテーマでないため、市場の拡大への貢献はな
い。
各社横並びで開発していた体制を集中研で統括したので、コスト削減と競争力のない企業
の撤退による市場の再整理につながったと考えられる。本プロジェクトの経緯が企業の研
究戦略を再構成させたので、生産性・経済性が向上したと考えられる。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
各企業や研究期間の研究テーマの絞り込みに影響したので、産業技術戦略にも寄与した。
計測技術の研究結果をデータベース化し、公開しているので他の企業や研究者の利便性を
向上させた。
＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
元々、こうした影響は検討外であり、該当する効果はないと考えられる。
＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
市場の拡大への寄与に関しては、本プロジェクトの成果の活用により、半導体製造の歩留
まりは向上した。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
本プロジェクトは、市場の拡大に寄与した。既存企業の市場撤退や買収による再編、新製
品の創出があった。本プロジェクトがこの流れを促進したとも考えられる。また、生産性・
経済性は向上したが、コモディティ化している現状では、製品単価が上げられないのが悩
みである。
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（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
各関連産業における市場の拡大へは、マクロな観点からは寄与したと考えられる。ただし、
反射型液晶の市場は、当初想定した程に拡大はしておらず、今後の技術レベルの向上によ
る市場の拡大が期待される。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
現在継続研究中であり、現時点では、市場拡大、市場改革につながっていないと思う。
Ⅰ−４．国民生活・社会レベルの向上効果
ここでは、本プロジェクトによる新たな製品・サービスが実用化されたこと、本プロジェ
クトの成果の応用による生産性の向上や顕著なコストダウン、デファクトを含めた規格化
を促進したこと等についてまとめた、
（１）エネルギー問題への影響
ここでは、本プロジェクトによるエネルギー問題の解決に寄与した効果についてまとめた。
■ 半導体分野
本プロジェクトの成果によって半導体製品が微細化、高機能化することで、半導体製造過
程で、投入資源やエネルギーコストが低減し、相対的に省エネルギー効果につながってい
る。
■ 磁気記録分野
本プロジェクトにより実現したハードディスクの高密度化、小型化の流れは、NEDO のグ
リーン IT（グリーンネットワーク・システム技術研究開発プロジェクト、2008 年度〜2012
年度、予算規模 13.5 億円）
、ミレニアムプロジェクト IT21（2000 年度〜）を始め、メディ
アの高密度化や小型化につながっており、IT 機器の省エネルギーに寄与している。
■ 液晶分野
液晶表示装置において、従来のバックライト型と比較して、外光利用時の反射モードでは
バッテリー電力低減になるため、省エネルギーに寄与したと考えられる。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 超高精度遮光パターン技術＞
本プロジェクトの成果によって得られた半導体製品が微細化、高機能化することで、半導
体製造過程で、投入資源やエネルギーコストが低減し、相対的に省エネルギー効果はある
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かも知れない。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術＞
マスコミやメディアで取りざたされる程のエネルギー問題の解決に寄与する効果は現時点
ではない。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
本プロジェクトにより実現したハードディスクの高密度化、小型化の流れは、NEDO のグ
リーン IT（グリーンネットワーク・システム技術研究開発プロジェクト）、ミレニアムプロ
ジェクト IT21 を始め、メディアの高密度化や小型化につながっており、IT 機器の省エネ
ルギーに寄与している。
（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
マクロな観点からは、省エネルギーに寄与したと考えられる。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
液晶表示装置において、従来のバックライト型と比較して、外光利用時の反射モードでは
バッテリー電力が低減するため、省エネルギーに寄与したと考えられる。
（２）環境問題への影響
ここでは、本プロジェクトによる環境問題の解決に寄与した効果についてまとめた。
■ 半導体分野
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術では、エッチング工程において温室効果の高い
PFC（パーフルオロカーボン）ガスから代替ガスとしての C4F6 の開発に貢献し、現時点
では当該ガスが主流となり、環境問題における負荷削減に対する波及効果がある。また、
超先端クリーニング基礎技術の成果を活用したクリーニング装置は、水と高圧空気の利用
だけなので、従来の洗浄薬液による装置と比較し環境負荷を軽減した。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術＞
エッチング工程において温室効果の高い PFC（パーフルオロカーボン）ガスから代替ガス
としての C4F6 の開発に貢献し環境問題における負荷削減に対する波及効果がある。
＜超先端クリーニング基礎技術＞
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機能水と高圧空気の利用だけなので、従来の洗浄薬液処理による環境負荷を軽減した。
（３）情報化社会の推進
ここでは、本プロジェクトによる情報化社会の推進に寄与した効果についてまとめた。
■ 半導体分野
半導体の微細化による機能向上により、ユビキタス社会の推進や IT 機器のモバイル化等、
情報化社会の拡大に寄与した。また、半導体製造の歩留まりが向上し、結果として低価格
化などが進行し、情報化社会を加速している効果もある。
■ 磁気記録分野
本プロジェクトの成果の活用によるハードディスクの高密度化は、単位記録容量当たりの
コストを大幅に引き下げる効果をもたらし、モバイル社会や IT 化の推進に貢献した。また、
ハードディスクビデオデッキや携帯音楽プレイヤーの製品化は、AV 文化の進歩に大きく寄
与した。
■ 液晶分野
ノートブックパソコンのディスプレイの表示性能が飛躍的に向上した。また、外光が強い
自然状態での船舶用ディスプレイ、アウトドア用途のノートブック、ハンディターミナル
やパーソナルナビゲーション等への製品へ技術が活用されている。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
ガリウムヒ素デバイスの携帯電話基地局への適用が、モバイル社会や IT 化に貢献した。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
半導体分野を通じて電子・情報関連産業に寄与するのでモバイル社会や IT 化に貢献した。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
広い意味での情報化の拡大には寄与した。例えば、ユビキタス社会の推進等である。
＜超微細感光技術＞
微細化技術は、情報化の拡大には寄与した。例えば、ユビキタス社会の推進や IT 機器のモ
バイル化等である。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
52

大学等での知的基盤の再構築につながった。プラズマ反応過程の微細化現象の解明には貢
献した。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
プラズマ反応過程のシミュレーションプログラムと計測技術の研究結果をデータベース化
し、公開しているので他の企業や研究者の利便性や経済性を向上させた。
＜超先端クリーニング基礎技術＞
ウェハー表面のクリーニング精度が向上したため、半導体製造の歩留まりが向上した。結
果として低価格化などが進行し、情報化社会を加速した。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
本プロジェクトによるハードディスクの小型化、高密度化は、結果として記録容量当たり
のコストを大幅に引き下げる効果をもたらし、モバイル社会や IT 化に貢献した。また、ハ
ードディスクビデオや携帯音楽プレイヤーを生み出したことは、AV 文化の進歩にも大きく
寄与した。
（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
マクロな観点からは寄与したと考えられる。本プロジェクトの成果を活用した屋外でも見
やすい液晶表示装置や、低消費電力を実現する反射型・バックライト型ハイブリッド表示
装置などにより、モバイル社会や IT 化に貢献した。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
マクロな観点からは、
モバイル IT 機器やノートブック等の生産を通じて国民生活の利便性、
バリアフリーや屋外行動支援に寄与した。
（４）安全、安心、生活の質
ここでは、本プロジェクトによる国民生活の安全、安心、生活の質の向上に寄与した効果
についてまとめた。
■ 半導体分野
高性能な半導体は、情報システムやデジタル家電などを支える技術として国民生活に無く
てはならない存在となっており、その製造技術の高度化を実現した本プロジェクトの貢献
は大きい。
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ユビキタス社会の推進や IT のモバイル化等、電子・情報産業の進展を通じて国民生活の利
便性に貢献している。
■ 磁気記録分野
本プロジェクトの成果を活用したハードディスク装置の普及による安全、安心、生活の質
への効果の例を以下に記す。
①ハードディスクの家庭内普及で、データ保存と再生の利便性や経済性が向上し、誰にで
も扱いやすい AV 機器が提供できた。
②カーナビの普及は、交通社会の利便性に貢献している。
③監視ビデオによる都市犯罪防止対策等の社会セキュリティへ寄与している。
■ 液晶分野
見やすい液晶ディスプレイによるナビゲーション機器により、屋外での行動の利便性に貢
献している。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
国民生活の利便性、安全性の向上、身障者や高齢者の多様な生活、個の自立等を支援する
ものであるかは、マクロすぎてコメントできない。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
国民生活の利便性を向上させた事例については、マクロすぎるテーマであるが、電子・情
報産業の進展を通じて国民生活の利便性に寄与した。
セキュリティ分野を通じて国民生活の安全性向上に寄与すると考えられる。さらに、電子・
情報機器の普及によっては、身障者や高齢者の多様な生活への波及効果があるかも知れな
い。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
国民生活の利便性を向上させた事例としては半導体製品には高い利便性がある。広い意味
で、国民生活の安全性や質の向上に寄与した。
＜超微細感光技術＞
国民生活の利便性を向上させた事例としては、フォトレジスト材料からなる半導体製品に
は利便性がある。また、広い意味で、国民生活の質の向上に寄与した。例えば、ユビキタ
ス社会の推進や IT のモバイル化等である。高性能な半導体は、国民生活に無くてはならな
い存在となっており、その製造技術の高度化を実現した本プロジェクトの貢献は大きいと
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考えられる。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
半導体製品には利便性があるが、本プロジェクトによる国民生活の利便性を向上させる効
果は検討外であった。温室効果ガス対策における環境問題への貢献を通じて、国民生活の
安全性の向上に寄与した。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
半導体製品には利便性があるが、利便性の向上効果は検討外であった。温室効果ガス対策
における環境問題への貢献を通じて、国民生活の安全性の向上に寄与した。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
ハードディスクの家庭内普及で、データ保存と再生のコストパフォーマンスが向上した。
モバイル社会や IT 化に貢献した。また、ハードディスクビデオや携帯音楽プレイヤーを生
み出したことは、AV 文化の進歩にも大きく寄与した。カーナビの普及は、交通社会の利便
性に貢献している。
監視ビデオによる都市犯罪防止対策等の社会セキュリティへも寄与している。ハードディ
スクの家庭内普及で、難視聴者へも扱いやすい AV 機器が提供できる。周波数の変調で聞き
取りやすい放送、ゆっくり再生できるビデオやストリーミング放映も可能であり、「人にや
さしい技術」へ対応している。
（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
マクロな観点からは、モバイル IT 機器やノートブック等の生産を通じて利便性向上に寄与
した。
また、モバイル IT 機器やノートブック等の生産を通じてバリアフリーや生活・行動支援に
寄与した。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
マクロな観点からは、
モバイル IT 機器やノートブック等の生産を通じて国民生活の利便性、
バリアフリーや屋外行動支援に寄与した。
Ⅰ−５．政策へのフィードバック効果
ここでは、本プロジェクトにより研究開発事業や産業政策への効果についてまとめた。
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（１）その後の事業への影響
ここでは、本プロジェクトの成果や波及効果、改善提案、反省点等がその後の研究開発プ
ロジェクトのテーマ設定や体制構築への影響についてまとめた。
■ 半導体分野
本プロジェクトの成果や改善提案、反省点等は、ASET 組合でのマスク D2I 研究プロジェ
クト（2005 年スタート）
、MIRAI プロジェクト（2001 年スタート）や HALCA プロジェ
クト（2001 年スタート）の研究プロジェクトに活用・反映されている。
■ 磁気記録分野
TMR ヘッド開発は、小型ハードディスク分野では、将来の数 Tbit/in2 クラスの超高密度化
に必須であり、主要な企業研究開発テーマとなった。現在は、製品化の段階で、基礎的な
研究開発が完了している。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
本プロジェクトの成果や波及効果、改善提案、反省点等は、ASET 組合での D2I 研究プロ
ジェクトへの継続研究へ反映されている。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
ASET 組合でのマスク D2I 研究プロジェクトにおけるマスク設計・描画・検査への継続研
究へ反映されている。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
前期研究の成果である等倍 X 線露光技術での知見が、その後継研究となる縮小 X 線露光技
術の研究に反映された。
＜超微細感光技術＞
実用化に至っているので、その後のプロジェクトに該当するケースがない。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
ASET 組合の研究政策には反映されており、その後の MIRAI や HALCA プロジェクトの研
究プロジェクトには継承された。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
プラズマをテーマにした国立大学法人の COE の採択がなされた等、本プロジェクトの実施
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により、科学技術政策へも影響したと考えられる。
＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
ASET 組合の研究政策に反映されており、その後の HALCA プロジェクトの研究プロジェ
クトに継承された。
＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
事業縮小のあおりを受けてその後、研究は継承されていない。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
小型ハードディスク分野では、垂直磁気再生ヘッド開発は、将来の数 Tbit/in2 クラスの超
高密度化に必須であり、主要な企業研究開発テーマとなった。ただし、現在は製品化の段
階であり、基礎的な研究開発が完了している。
（２）産業戦略等への影響
ここでは、本プロジェクトの直接的・間接的な成果が実用化したり、関連の研究開発基盤
ができたこと等による、その後の産業戦略等への影響についてまとめた。
■ 半導体分野
本プロジェクトにより、ユビキタス社会や IT 化が一層進展し、半導体製造技術の重要性が
理解され、その後の MIRAI プロジェクト、HALCA プロジェクト、マスク D2I プロジェク
トの実施につながった。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
MCC 方式の露光装置が製品化されれば、半導体産業戦略への影響も考えられる。ロードマ
ップの中でも、現在の延長線上に正しい方向性があると期待している。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
日本と台湾が拮抗するフラッシュメモリー産業戦略における高集積化、微細化への影響が
あった。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
産業戦略や政策への影響は少ないが、国主導の基盤研究の重要性が確認できた。結果とし
て、Selete による共同研究や MIRAI プロジェクト等国家プロジェクトが実施された。
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＜超先端クリーニング基礎技術＞
線幅 45nm レベルの技術対応まで、クリーニング機能が向上したので半導体の微細化設計
に寄与した。
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Ⅱ．現在の視点からのプロジェクトの評価にかかる調査
ここでは、本プロジェクトに対する現在の視点からの評価に関連する情報として、国家プ
ロジェクトとしての妥当性、目標設定、プロジェクト実施方法、事後評価の妥当性、プロ
ジェクト終了後のフォローアップ方法についてまとめた。
Ⅱ−１．国家プロジェクトとしての妥当性
ここでは、現在から見て、国が関与する必要性があったか。また、関与の方法や程度は妥
当であったかについてまとめた。
■ 半導体分野
次世代半導体を含む国家プロジェクトは、企業間のテーマを超えて、日欧米の国際分業体
制や国家間の政策に関わる課題である。その意味で、国が主体的役割を果たすべきであっ
た。
本プロジェクト開始当時は、半導体分野は技術開発の谷間であり、研究者のモチベーショ
ンは高くなく、産官学でも将来への危機感が蔓延していた。次世代のコアとなるテーマを
採択し、国が支援した意義は大きい。
ASET 組合に代表される、国の関与による異分野・異業種連携、産学官連携等の実現による
研究組合という方式が、基盤研究のレベルを向上させ、比較的短期間で成果を挙げること
ができた。
■ 磁気記録分野
国家プロジェクトとして実施したことで、異分野連携、産学官連携が実現し、ハードディ
スク周辺の産業や技術分野へ付加価値をもたらすことができた。
当時、最先端技術レベルにあった米国にキャッチアップするためには、国家の強力な関与
が必要であった。また、人材育成、材質や製造プロセスに係わる広範囲の分野の成果が生
まれたが、これも国主導による結果である。
■ 液晶分野
偏光板を用いない、また RGB 三画素でなく一画素で発光させるという発想は、注目すべき
テーマではあるが、当時の技術レベルでは挑戦的なテーマであり、企業では実用化研究が
困難であった。知的基盤の形成に資する研究開発であり、技術立国を目指すためには国が
関与する必要性があった。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
研究テーマとしては、国が関与すべき必要性があったが、環境問題への先進的対応や民間
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企業のインセンティブが期待できない点については、当初の検討の対象外である。
標準の策定、データベース整備等のうち社会的性格が強いものではない。異分野連携、産
学官連携を前提とし企業の協力を通じて一つのテーマに取り組んだという意義は大きい。
結果的にマスク描画の優位性も市場レベルで検証できたことは、1 企業では成し得なかった。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
研究テーマとしては、国が関与すべき必要性があった。技術開発の谷間であった本プロジ
ェクト開始当時は半導体研究者のモチベーションも低下し、産官学でも将来への危機感が
蔓延していた。次世代のコアとなるテーマを採択し、国が支援した意義は大きい。
チャンレンジ性に溢れたテーマであり、短期的な視点や市場判断からは企業で関与できな
い研究テーマであった。
標準の策定への寄与については、実際に製品が世界標準になった。また、異分野・異業種
連携、産学官連携が後押しして参加企業の協力を通じて一つのテーマに取り組んだという
意義は大きい。
結果的にマスク描画の優位性が市場レベルで検証できたことは、国策としての関与の正し
さが確認できた。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
縮小 X 線露光技術の開発には、経産省支援の EUVA（極端紫外線露光システム技術開発機
構）による光源開発プロジェクト、文科省の大阪大学レーザー研究リーディングプロジェ
クトを含めれば、約 1,000 億円規模の巨額投資がなされている。こうした投資は、民間企
業では無理であり国家が関与する必要性があった。
なお、環境問題への先進的対応や研究開発実施インセンティブへの期待といった視点から
の必要性は感じられない。
本プロジェクトは製品の標準化には寄与した。また、大学での委託研究成果は、データベ
ース登録され広範囲に活用させることで知的基盤整備を支援している。
次世代半導体を含むプロジェクトは、企業間のテーマを超えて、日欧米の国際分業や国家
間の政策に関わる課題である。その意味で、国が主体的役割を果たすべき理由がある。
なお、国が関与する要件としては、物理化学の理論に裏付けされた基盤技術であること、
大学等の研究機関との連携ができること、企業が乗り出せないリスクがあること、予算的
なバックアップが必要なこと、人材を広く集め得るテーマであること、国策として取り組
むべきこと等が挙げられる。
＜超微細感光技術＞
一般論であるが、巨額投資が必要な基盤研究開発は国が関与する必要性が高い。本プロジ
ェクトでも ArF 露光装置の購入が前提であった。
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国の関与による異分野連携、産学官連携等の実現による研究組合という方式が、基盤研究
のレベルを向上させ、比較的短期間で成果を挙げることができたので、連携には意味があ
ると考えられる。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
プラズマ関連の研究テーマとして、民間企業のみでは十分でなく国が関与すべきテーマで
あった。
また、環境問題への貢献部分があった。さらに、大学での研究継続があるので知的基盤を
支援している。異分野連携、産学官連携で、新たな付加価値をもたらすことが見込まれる
部分もある。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
コストや成果、テーマの自由度から見て、民間企業ではできない。国が関与すべきテーマ
であった。また、大学への委託研究で、産学の交流が促進された。大学での研究継続があ
るので知的基盤を支援している。研究開発活動に新たな付加価値としては、産業界での人
材育成へ寄与した。
＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
研究テーマとしては、国が関与すべき必要性はやや小さい。環境問題への貢献部分は小さ
い。
企業での研究継続や製品化があるので知的基盤を支援している。異分野連携、産学官連携
等の実現によって、研究開発活動に新たな付加価値をもたらすことに該当する部分もある。
＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
研究テーマとしては、国が関与すべき必要性があった。こうした分野での経緯で言えば、
ASET 組合と Selete で役割を分担して、機能的に半導体分野を支援した効果が大きい。ま
た、標準策定には寄与したと考えられる。国の関与による大学の協力や支援の効果は大き
い。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
研究テーマとしては、国が関与すべき必要性があった。環境問題は、検討の対象外であっ
たが、結果的には省エネルギー等の環境対応の成果も生まれた。国際標準の策定も当初の
狙いではなかったが、こうした社会的貢献も認められる。
異業種連携、産学官連携により、ハードディスク周辺の産業や技術分野へ付加価値をもた
らすことができた。米国企業の最先端研究レベルにキャッチアップできたことは、1 企業で
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はなしえず、国家の強力な関与が必要であった。また、人材育成、材質や製造プロセスに
係わる広範囲の分野の成果が生まれたが、これも国主導が原因であったと考えられる。
（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
研究テーマとしては、環境問題への先進的対応、標準の策定、企業の枠を越えた交流基盤
の整備という意味で、国が関与すべき必要性があった。国策として技術立国を目指すため
には必要性が大きい。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
研究テーマとしては、国が関与すべき必要性があった。偏光板を用いることなく、また RGB
三画素でなく一画素で発光させるという発想は、チャレンジすべきテーマであり、企業で
は実用化研究自体が困難であった。社会的性格が強いもの（知的基盤）の形成に資する研
究開発であり、国が関与すべき必要性があった。
Ⅱ−２．目標設定
ここでは、本プロジェクトが現在の技術動向、市場動向、社会環境、政策目的等から見て、
目標設定の方向性とそのレベルは妥当であったかについてまとめた。
■ 半導体分野
電子ビームリソグラフィ技術について、超高精度で直接描画、マスク描画技術を目指した
方向性と達成レベルは妥当であった。本プロジェクト後において、本プロジェクト成果を
活用した電子ビーム描画装置の日本企業のシェアが 9 割に達していることがその理由とし
て挙げられる。その他の技術についても、目標設定は妥当であった。なお、超短波長電磁
波パターニング・システム技術の等倍 X 線露光技術は、従来技術である ArF 露光装置の急
速な進歩、SIA（Semiconductor Industry Association）のロードマップ目標が 100nm か
ら 70nm へ前倒しになり、
等倍 X 線露光技術では 100nm より微細な寸法加工への展開の可
能性が低いと判断され、縮小 X 線露光技術を本プロジェクトの途中で立ち上げたことは妥
当であった。
■ 磁気記録分野
目標設定は妥当であった。方向性は明確であり、達成レベルとしての 40 Gbit/in2 は当時と
して非常に高い目標であったが、各社のコンセンサスと協力を得てモチベーションがあが
り、結果として目標を上回る成果（52.5Gbit/in2）が得られた。垂直記録方式の高密度化は、
ロードマップに示されるように 133 Gbit/in2 の実用化を達成し、1TB 磁気ディスクの製品
化を可能としている。こうした世界的に優位性の高い先端技術の開発は、当初の目標設定
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の妥当性を証明するものである。
■ 液晶分野
目標設定は、長期的かつ高所的に設定し、やや高目ではあるが妥当であった。反射型液晶
の開発は、省エネルギーを実現し、環境問題を解決する方策を提供するもので、現時点か
ら見ても妥当な目標である。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
当時の技術動向、市場動向、社会環境、政策目的等から見て、目標設定は妥当であった。
本プロジェクト後において、本プロジェクト成果を活用した電子ビーム描画装置の日本企
業のシェアが 9 割に達していることをその理由として挙げられる。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
目標設定は妥当であった。超高精度でマスク描画技術を目指した方向性と達成レベルは妥
当であった。なお、当時はマスク描画技術のハードルが余りに高く、明らかな弱点であっ
たことがわかっていたので、これを目標とする意義は大きかった。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
目標設定は難しい。技術的ニーズから実現時期は短期間でゴールは早目であり、ハードル
は高目という要望があるが、大局的かつ高所的な視点から策定して欲しい。また、ユーザ
ーの立場や市場、社会環境は読み切れない。等倍 X 線露光技術については、目標精度は達
成したが、
透明レンズがないために困難と考えられていた F2 露光装置が CaF2 や Modified
SiO2 のブレイクスルーで実現可能となった光学技術の大幅な向上を読めなかった点もある。
ただし、これは現時点ではじめて言えることであり、当時の設定を非難するものではない。
＜超微細感光技術＞
当時の技術動向、市場動向、社会環境、政策目的等から見て、目標設定は難しい。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
ロードマップ策定は、半導体開発のスピードが速いため、その目標設定が非常に難しい。
当時の曖昧な設定でも、それなりに説明責任を果たしており、意味があったと考えられる。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
当時は、エッチング技術の確立という意味で必要性が高かった。目標設定の方向性は妥当
であり、そのレベルは高かった。
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＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
目標設定が非常に難しい。当時の曖昧な設定でも、それなりに説明責任を果たしており、
意味があったと考えられる。
＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
目標設定は妥当であった。100nm の開発目標は技術的動向に適合していた。研究者間の協
力体制と開発に向けての競合も良い成果を生んだ。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
目標設定は妥当であった。方向性は明確であったが、40 Gbit/in2 は当時として非常に高い
目標であったが、各社のコンセンサスと協力を得てモチベーションがあがり、結果として
目標を上回る成果（52.5Gbit/in2）が得られた。垂直記録方式の高密度化は、ロードマップ
に示されるように 133 Gbit/in2 の実用化を達成し、1TB 磁気ディスクの製品化を可能とし
ている。こうした世界的に優位性の高い先端技術の開発は、当初の目標設定の妥当性を証
明するものである。
（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
目標設定は、長期的かつ高所的に設定し、やや高目ではあるが妥当であった。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
目標設定は、長期的かつ高所的に設定し、やや高目ではあるが妥当であった。特に、省エ
ネルギー・省電力タイプの液晶開発は、環境問題に注目が集まった当時のニーズに合致す
るものであった。ただし、従来のバックライト型液晶の低消費電力性能が向上し、反射型
製品化の技術的課題が想定以上に困難であった。
Ⅱ−３．プロジェクト実施方法
ここでは、本プロジェクトの計画策定、スキーム（予算制度）、実施体制、運営方法等の実
施方法が現在の視点から見て妥当であったかについてまとめた。
■ 半導体分野
研究の進捗や成果の報告が計画通りに進められ、定期的なミーティングによる意思疎通が
スムーズであった。
本プロジェクトでは集中研方式と分散研方式を適切に組み合わせることで両者のメリット
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を最大限発揮させ、目標とする成果を得るとともに、本プロジェクト終了後においても成
果の活用や研究者間の交流等が活発に行える素地になっている。
■ 磁気記録分野
各分散研究室の室長のリーダシップが NEDO や参加企業内の調整業務をスムーズにし、研
究テーマの自由度が図られて明確な目標を参加メンバーが共有できた。研究遂行や進捗管
理の面で効率的であり、妥当であった。
■ 液晶分野
分散研方式であり企業内の管理体制がそのまま適用され、成果につながった。一方で、実
用化を重視したとしても、大学等の研究機関を体制に含め、液晶の微細構造やメカニズム
に関する理論的な検証やアドバイスを求めるべきであった。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
欧米の場合は、研究テーマの検討段階でアイデアの内容、斬新さを評価し、多様性を認め
る志向性が強い。これは分散研方式に通じるものがある。一方で、日本ではテーマやアイ
デアを、
「まとめる」
「集約する」
「統合する」といった志向性が強い。特に集中研方式では、
民主的な多数決に基づいて意見が調整されすぎてオリジナリティが埋没し、無難な方向に
行くのではという危惧がある。
前期研究段階では、分散研方式で本プロジェクトを進め互いに競合させて、後期研究段階
でそのターゲットを絞り込み、集中研方式を採用することが良いと考えられる。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
マスク描画方式の優位性を確信した本プロジェクトの運営が成果につながった。ただし、
マスクの欠陥を計測する技術開発を進展させたかったが、予算配分の問題でできなかった
ことが、心残りである。予算確定の経緯や交渉課程の知識が当時はなかった。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
本プロジェクトの予算制度には問題がある。本プロジェクトは、補正予算をベースに始ま
った。しかしながら、翌年度には予算が減額された。補正ではなく本予算をつけて貰いた
いと考える。また、運営方法として、集中研方式はフルタイムで集中できて効率的である。
なお、研究の進捗報告は、所属企業には適時報告し、ASET 組合内では 2 月間毎に技術委
員会で全体的な報告が行われた。
＜超微細感光技術＞
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減額の恐れのある補正予算ではなく本予算をつけて貰いたいと考える。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
当時としては、計画策定は悪くない。企業は研究テーマの成果を急ぎすぎであるが、目標
も組織作りもゼロからスタートするプロジェクトのあり方を再考すべきである。予算制度
には問題がある。単年度では納期が多年度にわたる装置は購入できない（電子ビーム装置
には納期が 5 年というケースもある）。また、
申請にあたって無駄な書類づくりが多過ぎる。
運営方法として、集中研方式と分散研方式があるが、前者は集中効果による成果が出やす
いし、コミュニケーションが図りやすい反面、予算的に無駄が多いし、企業独自のノウハ
ウが漏出するリスクもある。後者は、企業の施設を兼用できてコストが小さいが、企業寄
りの進め方になりがちである。
本プロジェクトではこれらを適切に組み合わせることで両者のメリットを最大限発揮させ、
目標とする成果を得るとともに、本プロジェクト終了後においても成果の活用や研究者間
の交流等が活発に行える素地になっている。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
研究者として成果をもっとアピールすべきであった。シミュレーションプログラムの公開
も効果的であったが、インターフェスを向上させて製造プロセス自体と連携したシミュレ
ータ開発まで視野に入れても良かったと今なら思う。
＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
本プロジェクトは、特に企業の独自ノウハウを守るために、分散研での実施体制が取られ
た。
＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
分散研での予算獲得が関心事であった。月 1 回の研究メンバーとのミーティングで意思疎
通を図った。かなりオープンなコミュニケーションが生まれた。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
妥当であったと考えられる。室長のリーダシップが NEDO や参加企業内の調整業務をスム
ーズにし、研究テーマの自由度が図られて明確な目標を参加メンバーが共有できたことが
大きい。
分散研方式であるが、当時当社で採用していたプロジェクトマネジメント方式を提案して、
企業の建前と本音間の壁を壊してオープンな関係を構築したことが、成果にもつながった。
コミュニケーションを図るために、室長会議を 2 ヶ月毎に開催し、場所は各社回り持ちと
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して、研究計画、研究予算、学会参加報告、連絡事項を討議した。
（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
自由度が高く、適正なコントロールが働いた体制であった。分散研方式は、自由度が高い
反面、個々も研究者の自己管理も必要とされる。予算の折衝は、補正予算を含めた増額交
渉が問題であった。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
分散研方式は、自由度が高く、コミュニケーションが上手くいけば効率的な体制であった。
反省材料としては、実用化を重視する立場で、アカデミックな理論展開に至らなかった点
である。大学等の研究機関との交流により、液晶の微細構造やメカニズムに関する理論的
な検証やアドバイスを求めるべきであった。この分野では、半導体の様にわかりやすい目
標が設定できず、ロードマップが描けない。製品化を含む複合的な視野で、液晶の応用分
野や市場性に関する明確なビジョンが必要であった。
Ⅱ−４．プロジェクト終了時の事後評価の妥当性
ここでは、本プロジェクト事後評価で行われた評価結果は、追跡評価の時点から見て妥当
であるかについてまとめた。
■ 半導体分野
事後評価で「民間において実用化を目指して研究開発を進めていくとともに、平成 13 年度
からの MIRAI プロジェクト、HALCA プロジェクト等国家プロジェクトにも、一部の成果
が反映していくことが重要である」と提言された通り、本プロジェクトの成果や課題、反
省点等は、マスク D2I、MIRAI や HALCA プロジェクトの研究プロジェクトに継承された。
■ 磁気記録分野
事後評価で、
「従来とは異なる量産化技術を必要とするのではないかと懸念される。厳しい
価格競争の側面を持つこの分野では量産技術に低コスト性も織り込まなくてはならないこ
とも配慮する必要がある」と提言、性能面の向上にかかわらず製品のコスト競争が現実問
題となっており、事後評価の指摘は妥当であった。
■ 液晶分野
事後評価で「国際的優位性は将来にわたって保持することが望ましく、今後もタイムリー
にプロジェクトを発足させ、さらに高分解液晶ディスプレイ、高速度応答ビデオ動画対応
ディスプレイなどの研究開発が必要とされる」と提言され、現在企業において微細表示や
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動画表示の機能向上に向けた研究開発が実施されている。また、2001 年度から 2003 年度
まで NEDO の実用化助成事業として「高効率照明技術による低消費電力液晶ディスプレイ
の実用化」が実施されており、事後評価の指摘は妥当であった。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
事後評価については妥当と考えられる。事後評価で「民間において実用化を目指して研究
開発が進めていくとともに、平成 13 年度からの MIRAI プロジェクト、HALCA プロジェ
クト等国家プロジェクトにも、一部の成果が反映していくことが重要である」と提言され
た通りに、各要成果や課題、反省点等は、マスク D2I、MIRAI や HALCA プロジェクトの
研究プロジェクトには継承された。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
事後評価については、評価委員が大学教員に限定されており、実用化や製品化の視点にや
や難があると考えられる。ベンチャー立ち上げ等の成功体験がある経営者や政策的判断力
に秀でて視野が豊富な官僚スタッフを含む委員構成が望ましい。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
事後評価の委員は大学教員が中心であり、目標の達成は判定できても、製品への応用性や
実用性は評価しきれないと考えられる。といっても、半導体メーカー等の企業委員でも客
観的な評価はできない。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
事後評価の委員からは、好意的に評価された。ただし、プロジェクトへの参加が始めてで
あったので、試行錯誤も多かった。今なら、もっと良い成果を上げることができたとも思
う。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
事後評価の委員からは、公平でアカデミックなコメントを得られたので、体制として妥当
である。今後は、応用面での評価が重視されるべきであろう。
＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
技術の汎用性と優位性については、事後評価からは疑問が指摘されているが、製品化は達
成できた。プロジェクトへの参加が初めてであったので、試行錯誤も多かった。今なら、
もっと良い成果を上げることができたとも思う。
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＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
事後評価について異存はない。企業の立場から言えば、こうした事後評価以上に、製品化
や商品化に関心がある。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
事後評価については、
「従来とは異なる量産化技術を必要とするのではないかと懸念される。
厳しい価格競争の側面を持つこの分野では量産技術に低コスト性も織り込まなくてはなら
ないことも配慮する必要がある」との指摘が正に妥当であったように、性能面の向上と同
時に製品化でのコスト競争が大きな課題であった。一方で、事後評価については、当時の
委員がほぼ大学からの選定ということでやや偏りが見られた。しかしながら、現在は研究
組織も独立行政法人化が一般的となり、企業からも評価委員が選定される様になって、こ
うした問題は改善された。
（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
事後評価については厳しい評価であったが、まず必要かつ妥当と考えられる。また、事後
評価で「国際的優位性は将来にわたって保持することが望ましく、今後もタイムリーにプ
ロジェクトを発足させ、さらに高分解液晶ディスプレイ、高速度応答ビデオ動画対応ディ
スプレイなどの研究開発が必要とされる」と提言されているように、微細表示や動画表示
の機能向上は実現している。
2001 年度から 2003 年度まで NEDO の実用化助成事業として「高効率照明技術による低消
費電力液晶ディスプレイの実用化」が実施された。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
事後評価については必要かつ妥当と考えられる。
Ⅱ−５．プロジェクト終了後のフォローアップ方法
ここでは、本プロジェクトの成果の実用化や普及に対して、プロジェクト終了後のフォロ
ーアップ体制が適切であったか、後継の国のプロジェクトを立ち上げる必要は無かったか
についてまとめた。なお、不適切な場合の改善点、より効果を発揮するための方策も調査
した。
■ 半導体分野
電子ビーム直接描画システム技術は、ASET 組合のマスク D2I 研究プロジェクトが後継プ
ロジェクトとして立ち上がっている。
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縮小 X 線露光技術の開発には、経産省支援の EUVA による光源開発プロジェクト（2002
〜2007 年度、予算総額約 106 億円）
、文科省の大阪大学レーザー研究リーディングプロジ
ェクト（2003〜2007 年度）等の省庁を越えたフォローアップもあり、適切かつ十分であっ
たと考えられる。
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術については、プロジェクト実施中と並行して 1999
年度から 2004 年度まで、NEDO プロジェクトとして電子デバイス製造プロセスで使用す
るエッチングガスの代替ガス・システム及びプロセス技術研究開発（予算総額約 67 億円）
が実施され、フォローアップ体制は妥当であった。
■ 磁気記録分野
文科省研究開発委託事業・情報通信分野（IT プログラム）世界最先端 IT 国家実現重点研究
開発プロジェクトの「超小型大容量ハードディスクの開発」
（2002〜2006 年度）や NEDO
のグリーン IT（グリーンネットワーク・システム技術研究開発プロジェクト）における超
高密度ナノビット磁気記録技術の開発（2008 年度〜）の継続研究につながったなど妥当で
あったと考えられる。
■ 液晶分野
2001 年度から 2003 年度まで NEDO の実用化助成事業として「高効率照明技術による低消
費電力液晶ディスプレイの実用化」が実施され、フォローアップは妥当であった。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
ASET 組合でのマスク D2I 研究プロジェクトへの継続研究段階であり、フォローアップ体
制が十分であった。

＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
EUVA
実際に、
等倍 X 線露光技術は、
縮小 X 線露光技術及び Selete での継続研究につながり、
による光源開発プロジェクト、大阪大学レーザー研究でのリーディングプロジェクトへの
派生となった。従って、こうしたフォローアップは適切であったと考えられる。
なお、フォローアッププロジェクトのきっかけは、大阪大学のレーザーエネルギー研究所
が音頭を取ったことに由来し、経産省と文科省が省益を超えて共同研究についたことが大
きな成果につながった。
＜超微細感光技術＞
実用化された段階であるので、フォローアップは必要ではないし、改善点はない。
70

＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
フォローアップ方法については、現在も研究を継続している大学等での意見が参考になる。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
本プロジェクト実施中と並行して 1999 年度から 2004 年度まで、NEDO プロジェクトとし
て電子デバイス製造プロセスで使用するエッチングガスの代替ガス・システム及びプロセ
ス技術研究開発が実施され、フォローアップ体制は妥当であった。
＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
現在も研究を継続している企業での意見が参考になる。
＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
製品化されたので、フォローアップ体制は必要ではなかった。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
本プロジェクト終了後のフォローアップは、ASET 組合主導ではないが、文科省研究開発委
託事業・情報通信分野（IT プログラム）世界最先端 IT 国家実現重点研究開発プロジェクト
の「超小型大容量ハードディスクの開発」や NEDO のグリーン IT（グリーンネットワーク・
システム技術研究開発プロジェクト）における超高密度ナノビット磁気記録技術の開発（消
費電力を削減した 5Tbit/in2 クラスの超高密度化媒体とヘッド開発を目標）の継続研究につ
ながった。
（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
2001 年度から 2003 年度まで NEDO の実用化助成事業として「高効率照明技術による低消
費電力液晶ディスプレイの実用化」が実施され、フォローアップは妥当であった。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
NEDO でも先導研究のプロジェクトがあったので、それで良かったのではと考えられる。
フォローアップと違った意味で、大学等の研究機関との交流により、理論的な検証やアド
バイスを求めるべきであった。製品化を含めた複合的な視野で、市場ニーズを踏まえた応
用研究を進めるビジョンも必要であった。
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Ⅲ．製品化に大きな動きを見出せなかった要因
ここでは、本プロジェクト終了後から現在に至るまで製品化に大きな動きを見出せなかっ
た研究開発成果について、その要因をまとめた。
■ 半導体分野
超短波長電磁波パターニング・システム技術（等倍 X 線）は、従来技術である ArF 露光装
置の急速な進歩、SIA（Semiconductor Industry Association）のロードマップ目標が 100nm
から 70nm へ前倒しになり、等倍 X 線露光技術では 100nm より微細な寸法加工への展開の
可能性が低いと判断されたこと、量産用の露光装置の技術として、等倍 X 線露光技術では、
等倍のマスクを必要とし、当時の技術では、これを要求される精度で量産的に作ることは
非常に困難であったことから、縮小 X 線露光技術に移行され、現在は継続研究が行われて
いない。
■ 磁気記録分野
製品化が実現しているので該当しない。
■ 液晶分野
製品化が実現しているので該当しない。
（半導体分野）
＜電子ビームリソグラフィ技術 (1)電子ビーム直接描画システム技術＞
製品化が実現しているので該当しない。
＜電子ビームリソグラフィ技術 (2)超高精度遮光パターン技術＞
製品化が実現しているので該当しない。
＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
製品化はこれからと考えられる。なお、光学系、マスク、計測、露光への派生が実現した。
等倍 X 線露光技術の研究が中断されたのは、従来技術である ArF 露光装置の急速な進歩、
SIA（Semiconductor Industry Association）のロードマップ目標が 100nm から 70nm へ
前倒しになり、等倍 X 線露光技術では 100nm より微細な寸法加工への展開の可能性が低い
と判断されたこと、量産用の露光装置の技術として、等倍 X 線露光技術では、等倍のマス
クを必要とし、当時の技術では、これを要求される精度で量産的に作ることは非常に困難
であったこと等が要因である。
＜超微細感光技術＞
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実用化、製品化されたので、成果は達成した
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（1）＞
半導体製造装置の要素技術であるイオンエネルギーの計測や活性化ガスの組成に関するノ
ウハウを得た。これは、半導体製造装置に活用されている。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術（2）＞
本プロジェクトで得られた成果は、半導体製造時のエッチング反応の制御技術に応用され、
半導体製造装置の性能向上に貢献している。
＜超先端クリーニング基礎技術（1）＞
企業での製品化が実現しているので該当しない。
＜超先端クリーニング基礎技術（2）＞
製品化が実現しているので該当しない。
（磁気記録分野）
＜超高感度媒体技術、新機能素子・成膜技術＞
製品化が実現しているので該当しない。
（液晶分野）
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ①多層型反射素子技術＞
製品化が実現しているので該当しない。
＜新機能電子材料．設計・制御・分析等技術 ②一画素カラー発光素子液晶技術＞
実用化に対して技術的障壁が予想以上に高く、困難であった。また、その後の液晶価格の
下落や要求性能の向上等の経済・技術動向も想定外であった。
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参考資料
調査結果の要約

参考資料１． 「超先端電子技術開発促進事業研究開発」プロジェクトが及ぼしたインパクト（総括版）
インパクト
半導体
電子ビーム描画装置の世界市
場における日本企業のシェア
が2000年49％から2006年
91％（市場規模410億円）に向
上した。

ArF用フォトレジスト材料市場
の国内企業によるシェアが
2004年時点で90％ （市場規
模150億円程度） と、ほぼ独
占するに至った。

超微細加工プロセスに不可欠な
微小ゴミ検出装置が、半導体の
微細化に貢献した。 超先端クリー
ニング基礎技術を活用し、薬液を
使わない洗浄が可能な環境対応
型精密洗浄システムを2007年に
実用化した。

継続研究が行われていないもの
超短波長電磁波パターニング・システム
技術（等倍X線）
• 従来技術であるArF露光装置の急速な
進歩、SIA（Semiconductor Industry
Association）のロードマップ目標が
100nmから70nmへ前倒しになり、等倍
X線露光技術では100nmより微細な寸
法加工への展開の可能性が低いと判断
されたこと 量産用の露光装置の技術と
されたこと、量産用の露光装置の技術と
して、等倍X線露光技術では、等倍のマ
スクを必要とし、当時の技術では、これを
要求される精度で量産的に作ることは非
常に困難であることが判明したこと等に
より継続研究が行われていない。

継続研究が行われているもの
超短波長電磁波パターニング・
システム技術（縮小X線）
• 2012年を目標にマスク描画
技術として実用化することを
目指し、現在、本プロジェクト
参加企業を含む半導体企業
10社による開発コンソーシア
ムである株式会社半導体先
端テクノロジーズ（Selete）で
継続研究が行われている。

液晶

本プロジェクト開始当初の
1996年のハードディスク装置
の日本企業のシェアは8％で
あったが、2006年には33％
（市場規模3兆3,400億円）へ
増加した。

ノートブックパソコンの
ディスプレイの表示性能
が飛躍的に向上した
（例えば、四隅でも、に
じみや明暗の差がない
見やすい画像を実現し
た）。

ハードディスク装置の世界シェアの推移

世界の電子ビーム描画装置の売上推移

実用化された製品
直接描画方式の電子ビーム描画装置
マスク描画方式の電子ビーム描画装置
ArF用フォトレジスト材料
二流体ジェットクリーニング装置
ナノレベルの微小ゴミの検出装置
高密度垂直磁気記録方式のハードディスク装置
ＧＭＲ（巨大磁気抵抗）ヘッド
ＴＭＲ（トンネリング磁気抵抗）ヘッド
各種液晶ディスプレイ（表示性能向上に寄与）

日本メーカー売上高（億円）

億円

100％

海外メーカー売上高（億円）

400
本プロジェクトの成果を活用した電子ビーム
描画装置が2001年からリリース

350
300

50％

250

150

0％
2000 2001
2002 2003

100

電子ビーム直接描画システム技術
超高精度遮光パターン技術
超微細感光技術
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術
超先端クリーニング基礎技術
超高感度媒体技術
新機能素子・成膜技術
新機能電子材料、計測・制御・分析等技術

「超先端電子技術開発促進事業」
平成７年度〜平成１３年度
1995年度−2001年度

日本
2004

2005

出所：「ストレージ関連市場総調査」(富士キメラ総研）

0

実用化に活用された技術

海外

200

50

実用化に活用されなかった技術
超短波長電磁波パターニ
ング・システム技術（等倍X
線、縮小X線）

超先端プラズマ反応計測・分
析・制御技術は、半導体製造
時のエッチング反応の制御技
術に応用され、半導体製造装
置の性能向上に貢献している。

磁気記録

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 年

2006 年

半導体製造装置データブック（電子ジャーナル）
より作成

技術蓄積・人材育成効果

「超先端電子技術開発促進事業」
1995年度−2001年度

市場・産業界へのインパクト
■ 半導体分野
• 半導体やメモリ等の製品売り上げや利益増
加に貢献した。半導体製造装置の新会社の
創設にもつながった。
■ 磁気記録分野
• 既存米国企業の市場撤退や買収による再
編、新製品の創出につながった。
• 日本企業のハードディスク装置の世界シェア
拡大につながった。

■ 技術蓄積
電子ビーム直接描画技術の研究開発は、2006年度以降、
ASET組合で実施しているマスクD2I研究プロジェクトで継
続研究されている。
超高精度遮光パターン技術（マスク描画方式）は、マスク
パターンの微細化、複雑化、マスク枚数の増加を実現する
ために、企業の研究開発で活用されている。
■ 人材育成効果
本プロジェクトが技術研究組合方式で実施されたため、企
業間では通常生まれないような研究者同士の人的ネット
ワークが形成され、その後も活発な交流が行われている。
研究者の能力向上に結び付くような研究者間の人的交流
が行われ、その後の技術の発展につながった。
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参考資料2． 本プロジェクトのテーマごとの実用化へのインパクト（半導体分野）
半導体分野
電子ビーム直接描
画システム技術

超高精度遮光パターン技術

超短波長電磁波パターニング・シ
ステム技術

電子ビームマスク描画技術
ウェハーに直接パ
ターンを高速に描
画する技術

直接描画方式の電
子ビーム描画装置
を開発した。

直接描画により微
細化の進んだLSI
の少量生産や試作
などが可能になっ
た。

本プロジェクト参加
１企業から製品シ
リーズとして1996
年から2007年まで
で10台程度（約
200億円程度）を出
荷した。

等倍X線
露光技術

マスク描画方式の電子ビーム描画装
置の高速描画を実現した。

本プロジェクト参加企業が電子ビーム描
画装置の会社を創業した。また、電子
ビーム描画装置市場における日本企業
シェアが2000年の49％から2006年の
91％に拡大した。※

本プロジェクト参加企業の製品としては、
130nm線幅をクリアした製品から現在の
45nm 線幅の製品が出荷されており、最
新の製品は32nm線幅をクリアする。
2006年までの５年間の総出荷台数は50
台程度（約1000億円程度）である。

目標の130nm
技術対応を達
成したが、代
替技術の出現
等により継続
研究は行われ
ていない。

縮小X線
露光技術
（EUV露光
装置）

超微細感光技術
ArFエキシマレー
ザーを光源とした
レジストプロセス技
術の開発とフォトレ
ジスト材料（感光
材）の有効性を実
証した。

超先端プラズマ反応計測・
分析・制御技術
半導体製造装置の要素技
術であるイオンエネルギー
の計測や活性化ガスの組
成に関するノウハウを得た。

本プロジェクト参加
企業により二流体
ジェットクリーニン
グ装置、100nmレ
ベルの微小ゴミの
検出装置 として実
用化された。

研究スタッフ
と技術ノウ
ハウ・実験
設備が引き
継がれた。

光学レンズと反射鏡の精度
向上、研磨技術と高精度計
測技術が実現した これらは
測技術が実現した。これらは、
Seleteで継続研究されてい
る。

ArF用レジスト材として
の適性評価により、国
内原材料メーカーが開
発したアダマンタン等
の新材料が実用化し
た。

光学系解像度、マスク精度、
計測、露光等の要素技術の
開発により、2012年を目標に
マスク描画技術として実用化
を目指している。

フォトレジスト材料市
場の日本企業のシェ
アが2004年時点で90
％と、ほぼ独占するに
至った。（市場規模
150億円）

電子ビーム
直接描画装置

超先端クリーニン
グ基礎技術

2007年、環境対
応型精密洗浄シ
ステムの販売開
始に至った。

半導体製造時のエッチン
グ反応の制御技術に活用
され、半導体製造装置の
性能向上に貢献 した。

30nmオーダー超
微細粒子の除去
を可能とすべく、
さらに進んだ研
究が行われてい
る。

ガラス基盤枚葉洗浄
装置
電子ビーム
マスク描画装置
出所：超先端電子技術開発機構のホームページ

※直接描画装置とマスク描画装置のトータ
ルであるが、マスク描画装置が大半である
ため、マスク描画の流れの中で記述した。

出所：島田理化工業（株）のホームページ

76

参考資料2．（続き） 本プロジェクトのテーマごとの実用化へのインパクト（磁気記録・液晶分野）

磁気記録分野
超高感度媒体技術

液晶分野

新機能素子・成膜技術

2000年、垂直磁気記録方式で52.5 Gbit/in2の面記録密度を
実証した。

2001年頃以降、本プロジェクトの成果を活用した面内磁気記
録方式のハードディスク装置、さらに高密度が可能な垂直磁気
記録方式のハードディスク装置、GMR（巨大磁気抵抗）ヘッド、
TMR（トンネリング磁気抵抗）ヘッドが製品化された。

多層型反射素子技術を開発した。
バックライトを必要としない反射型液晶ディス
プレイの要素技術である多層構造の反射素
子構築、相間縦型配線技術等に活用されて
いる。

各種液晶ディスプレイ
①

モアレ縞の解消につながる散乱板の開発と
導光層マイクロプリズムの適性配置によって、
省エネと明るさ及びコントラスト比の両立を
実現し、液晶の表示機能を向上させた。

高密度化、小型化を実現した技術
等により 100〜200Gbit/in2の製
等により、100
200Gbit/in2の製
品が実用化しており、2006年の日
本企業のハードディスク装置の売
上高は約1兆1,100億円で、2001
年の2倍強の水準である。

今後は300Gbit/in2超
の製品化の段階を迎
える。

新機能電子材料、設計・制御・分析等技術

②

ノートブックパソコンのディスプレイの表示性
能が飛躍的に向上した（右図①）。また、外
光が強い自然状態での船舶用ディスプレイ、
アウトドア用途のノートブック、ハンディターミ
ナルやパーソナルナビゲーション等（右図
②）への製品等へ技術が活用されている。

出所：日立グローバルストレージテクノロジーズ
城石 芳博氏 NEDO フォーラム資料より

ハードディスク装置の世界シェアの推移

100％
100

ハードディスク装置の日本企業のシェア
は、1996年の8％、2001年の16％から
2006年の33％に上昇した。特に、2.5イ
ンチについては2003年には9割超の
シェアを占めた。

％︶
世界シェア︵

50％

90
80
70

海外

2.5インチハードディスク装置の売上高推移
日本メーカー
海外メーカー
本プロジェクト実施期間

60
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0％
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30
20
10

日本
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0
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出所：「ストレージ関連市場総調査」(富士キメラ総研）

2006 年

1995年
1997年
1999年
2001年
2003年
出所：イノベーション・ジャパン2005/NEDOフォーラム 東北大学
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参考資料3． 技術蓄積・人材育成効果
人材育成

成果発表

■ 半導体分野
＜電子ビーム直接描画システム技術＞
本プロジェクト従事者の中で2、3名程度が国内外でのトップレベルに
達し、その人的ノウハウは高速電子ビーム直接描画装置の開発につ
ながるなど、自社内の技術開発において中心的な役割を担うように
なった企業が生まれた。博士号の取得は1名が確認できた。企業間で
は通常生まれないような研究者同士の人的ネットワークが本プロジェ
クトにより形成され、その後も活発な交流が行われており、人材育成に
寄与している。

■ 半導体分野
• 平成19年3月末現在（以下同様)、延べ1,288件の
発表があった。

＜超高精度遮光パターン技術＞
装置産業と素材産業との研究者同士の活発な人的交流が、本プロ
ジェクト終了後も活用されており、研究者の継続的な人材育成に寄与
している。

■ 磁気記録分野
• 延べ534件の発表があった。
• 超高感度媒体技術の297件と新機能素子・成膜
技術の237件である。

＜超短波長電磁波パターニング・システム技術＞
本プロジェクトにより、日本有数の研究者が生まれ、これらの研究者は
縮小X線露光技術（EUV露光装置）の研究に現在も従事しており、
2012年実用化に向けて継続研究をしている。博士号を取得した研究
者が少なくとも1名確認できた。本プロジェクトは集中研方式であり、研
究者間の人的交流が活発で、今でも企業間の壁を越えて交流が行わ
れている。
＜超微細感光技術＞
本プロジェクトにより、ArF用レジスト材の開発分野で日本有数の研究
者が生まれると共に、ArF用レジスト材の世界シェア拡大がもたらされ
た。本プロジェクトをきっかけとした博士号取得者は５名まで確認でき
た。
＜超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術＞
研究者の能力向上に結び付くような研究者間の人的交流が行われ、
研究員の人材育成に寄与している。博士号を取得した者が少なくとも1
名確認できた。また、本プロジェクトにより、プラズマをテーマにした国
立大学法人のCOEの採択にも寄与している。
＜超先端クリーニング基礎技術＞
研究者の能力向上に結び付くような研究者間の人的交流が行われた。
博士号取得者は確認できなかった。
■ 磁気記録分野
本プロジェクト従事者の中で、2005年度には産学官連携後者表彰で
経済産業大臣賞を受賞する等、トップレベルに達した研究者が生まれ
た。博士号を取得した研究者が少なくとも1名確認できた。プロジェクト
中に企業間では通常生まれないような研究者同士の活発な人的交流
が行われ、現在でも継続している。
■ 液晶分野
国内外に装置メーカーと材料メーカー双方の協業が進み、本プロジェ
クト従事者の中で、液晶分野で第一人者と評価される研究者が生まれ、
現在でも当該分野の研究の中心的役割を果たしている。博士号は少
なくとも2名は取得したことが確認できた。研究開発で通常接点がない
装置メーカーと素材系のメーカーと、本プロジェクト中に研究者同士の
活発な人的交流が行われ、その後も継続している。

• 超短波電磁波パターニング・システム技術（等倍
X線）が366件で最も多く、次いで超先端プラズマ
反応計測・分析・制御技術の228件、超短波長電
磁波パターニング・システム技術（縮小X線）の
179件の順となっている。

■ 液晶分野
• 延べ471件の発表があった。
• 液晶に関するもの333件、装置に関するもの138
件である。

研究テーマ
電子ビーム直接描画システム技術
電子ビームリソグラフィ技術
超高精度遮光パターン技術
超短波電磁波パターニング・システム技術
（等倍X線）
超短波電磁波パターニング・システム技術
（縮小X線）
超微細感光技術
超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術
超先端クリーニング基礎技術
半導体分野小計
超高感度媒体技術
新機能素子・成膜技術
磁気記録分野小計
新機能電子材料設計・制御・分析等技術
液晶分野小計
合計

成果
発表
116
12
100
366
179
161
228
126
1,288
297
237
534
471
471
2,293

出所：超先端電子技術開発機構のホームページ

知的ストックの蓄積
的
ック 蓄積
■ 半導体分野
• 電子ビーム直接描画システム技術の研究開発で実施した、カウンターバランス制御技術の研究は、マルチカラムセ
ル（MCC）方式へ発展し、2006年度からASET組合における、マスクD2I研究プロジェクトで活用されている。当該プ
ロジェクトでは、LSI製造に不可欠なマスク作成技術上の解決を目的としている。
• 超高精度遮光パターン技術（マスク描画方式）は、マスクパターンの微細化、複雑化、マスク枚数の増加を実現する
ために、企業の研究開発で活用されている。
• 超短波長電磁波パターニング・システム技術（等倍X線露光技術）は、縮小X線露光技術の研究に引き継がれた。
2012年を目標にマスク描画技術として実用化することを目指し、現在、本プロジェクト参加企業を含む半導体企業
10社による開発コンソーシアムである株式会社半導体先端テクノロジーズ（Selete）での継続研究に活用されてい
る。
• 本プロジェクト終了後、等倍X線露光技術の研究者の多くは、縮小X線露光技術の研究を続けている。
• 超微細感光技術は、現在実用化、製品化の段階である。本プロジェクトにより、露光装置の技術やフォトレジスト材
料評価の技術レベルは向上し、将来的にも露光、材料系、レーザー等の要素技術開発に寄与すると期待できる。
• 超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術は、プラズマ反応に関する制御プロセスシミュレーションプログラムの開
発につながり、プログラムと実験結果及びシミュレーション結果をデータベースとして提供・公開した。半導体製造時
のエッチング反応の制御技術に活用された。本プロジェクトの成果は、産業技術総合研究所、京都大学、名古屋大
学において、さらに進んだ研究開発に活用されている。
■ 磁気記録分野
• 垂直磁気記録媒体、面内磁気記録媒体、GMR、TMR等の企業における研究開発は継続されており、機能向上や
量産性が追求されている。本プロジェクト終了後にも研究者は、新製品の開発や生産性向上等の新たな成果に寄
与している。
■ 液晶分野
• 本プロジェクトの成果は本プロジェクト参加企業の研究に活用されている。本プロジェクトからの派生技術である3次
元半導体の縦型導体形成は、本プロジェクト参加企業内の半導体研究部門での問題解決に寄与している。
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参考資料4． 本プロジェクトの開発技術と実用化等の例
分野

半導
体

開発テーマ名

主要な開発技術

インパクト

電子ビーム直接描画システム技術

• 電子ビームを用いた超高精度直接描画技術

• 本プロジェクト参加企業で電子ビーム露光装置を
実用化した。

• 本プロジェクト参加の1企業で、1996年〜2007年までで10台程度が出荷されて
いる。
• 現在のマルチカラムセル（MCC）方式や部分一括転写を目指すキャラクタープロ
ジェクション（CP）式等の超先端研究に活用されている。
• 大学との連携、開発環境の整備や資金的補助や期間短縮の面で非常に大きな
効果はあった。

超高精度遮光パターン技術

• 電子光学系、超高精度制御、レジストプロセス等、及びこれらの
システム化技術

• 本プロジェクト参加企業から分社した企業で、電子
ビームマスク描画装置を実用化した。
• マスクD2Iプロジェクトで継続研究されている。

• 本プロジェクト参加の1企業で、2006年までの５年間の総出荷台数は50台程度
である。
• 電子ビーム描画装置の世界市場における日本企業のシェア拡大（2000年49％
→2006年91％）に大きく貢献している。※

超短波長電磁波パターニング・システム技
術

＜縮小X線露光技術＞
• 解像精度、マスク精度、露光技術を改良し、回路線幅100nm技
術対応で、寸法精度10nm、重ね合わせ精度20nmを達成

• 2012年を目標にマスク描画技術として実用化する
ことを目指し、現在、本プロジェクト参加企業を含
む半導体企業10社による開発コンソーシアムであ
る株式会社半導体先端テクノロジーズ（Selete）で
の継続研究が行われている。

• 企業が個別に開発するのではなく、コンソーシアムとして開発を進める技術シー
ズを本プロジェクトは提供した。

超微細感光技術

• ArFエキシマレーザー光を用いたレジストプロセス技術
• レジスト材料分子設計手法
• 高感度選択感光性及びコントラスト自己増幅作用を有する感光
プロセス技術

• ArF用のフォトレジスト材としてアダマンタン等が実
用化した。

• ArF用レジスト材としての適性評価により、国内原材料メーカーが開発したアダ
マンタン等の新材料が世界シェア90％超を獲得するに至った。

超先端プラズマ反応計測・分析・制御技術

• SiO2膜に対するドライエッジング技術
• プラズマ源におけるラジカル反応の計測･分析および制御メカニ
ズムのミクロ的解析
• プラズマ発生、内部パラメータ制御技術

• 半導体製造装置の要素技術であるイオンエネル
ギーの計測や活性化ガスの組成に関するノウハウ
を得た。

• 半導体製造時のエッチング反応の制御技術に応用され、半導体製造装置の性
能向上に貢献している。

超先端クリーニング基礎技術

• 半導体の洗浄過程における吸着･反応･脱離メカニズムの物理
的･電気化学的あるいは電子論的な解析

• 本プロジェクト参加企業で二流体ジェットクリーニン
グ装置、ナノレベルの微小ゴミの検出装置 として
実用化している。

• 2007年環境対応型精密洗浄システムを販売開始した。
• 薬液を使わない洗浄が可能になり、環境負荷の減少が期待される。
• 国内外の企業から引き合いもあり、特許収入を含めた経済的効果があった。

超高感度媒体技術

• 垂直磁気記録媒体
• 磁気媒体の超平滑･低ノイズ薄膜材料及び超保護膜開発技術
磁気媒体の超平滑 低ノイズ薄膜材料及び超保護膜開発技術
• スピンプローブ法高精細磁化構造解析技術

• 面内磁気記録方式のハードディスク装置、さらに
面内磁気記録方式のハ ドディスク装置、さらに
高密度が可能な垂直磁気記録方式のハードディス
ク装置、GMR（巨大磁気抵抗）ヘッド、TMR（トンネ
リング磁気抵抗）ヘッドが実用化している。
• 文科省研究開発委託事業・情報通信分野（ITプロ
グラム）世界最先端IT国家実現重点研究開発プロ
ジェクトの「超小型大容量ハードディスクの開発」や
NEDOのグリーンITの継続研究につながった。

• 2004年のTMRの実用化、および2005年の垂直磁気記録媒体の実用化以降は、
世界の市場を日本企業がリードしている。
• 本プロジェクトの経済的インパクトは大きい。2.5インチ以下のハードディスク装
置は日本のシェアが2003年時点で9割超であった。
• ハードディスク装置の日本企業の売上規模は2006年時点で１兆円を突破した。

• 多層型反射素子技術により実用化した成果は、
バックライトを必要としない反射型液晶ディスプレ
イの要素技術である多層構造の反射素子構築技
術、相間縦型配線技術等として、バックライト液晶
に活用されている。
• 偏光板を用いることなく、また従来のRGB三画素で
なく一画素で発光させる素子を開発した。
• 本プロジェクト参加企業のうち2社で継続研究がな
されている。

• モアレ縞の解消につながる散乱板の開発と導光層マイクロプリズムの適性配置
によって、省エネと明るさ及びコントラスト比の両立を実現し、液晶の表示機能を
向上させた。
• バックライトモードと反射モードを切り替える方式を採用することにより、外光が
強い自然状態での、船舶用ディスプレイ、アウトドア用途のノートブック、ハンディ
ターミナルやパーソナルナビゲーション等の製品が開発された。
• 液晶ディスプレイの表示機能と省エネの点で、当該分野の技術レベルの向上に
寄与した。

磁気
記録

• コンタクト磁気記録用高感度GMR素子構成技術
• 超クリーンアトミック制御成膜技術
• コンタクト磁気記録対応サブミクロントラック・スピンバルブ素子の
開発技術
• 高性能GMR用新磁気抵抗効果材料の開発技術

新機能素子・成膜技術

液晶

継続研究、実用化等の例

新機能電子材料、設計・制御・分析等技術

• 多層型反射素子技術
• 相間縦型配線技術
• 一画素カラー発光素子技術

参考資料5． 継続研究や実用化（製品化）に大きな動きを見出せなかった研究開発成果の要因

※直接描画装置とマスク描画装置のトータ
ルであるが、マスク描画装置が大半である
ため、マスク描画の流れの中で記述した。

大きな動きを見出せなかった研究開発成果
分野

半導
体

開発テーマ名

超短波長電磁波パターニング・システム技
術

本プロジェクト後の状況

継続研究や実用化（製品化）に大きな動きを見出せなかった研究開発成果の要因

• 等倍X線露光技術は縮小X線露光技術へ本プロジェクト終了
後も研究スタッフの多くと技術ノウハウや実験設備が共に引
き継がれた。
• 等倍X線露光技術の研究は行われていない。

• SIA（Semiconductor Industry Association）のロードマップ目標が回路線幅
100nmから70nmへ前倒しになり、等倍X線露光技術では100nmより微細な寸
法加工への展開の可能性が低いと判断されたため。
• 量産用の露光装置技術として、等倍X線露光技術では、等倍のマスクを必要と
し、当時の技術では、これを要求される精度で量産的に作ることは非常に困難
であったため。
• 従来技術であるArF露光装置の急速な進歩により、ArF露光装置から等倍X線
露光への技術の転換の必要性がなくなったため。
• 透明レンズがないために困難と考えられていたF2露光装置が、CaF2や
Modified SiO2の技術革新で期待が高まってきたため。

主要な開発技術

＜等倍X線露光技術＞
• X線等の光学系、機構･構造系、超高精度制御、レジ
ストプロセス等、及びこれらのシステム化技術
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参考資料6. 特許の動向
超高精度遮光パターン技術については基
本特許とも言え、電子ビーム描画装置の
2001年以降の日本企業のシェアは8割超
に向上した。

［本プロジェクトで出願された特許（分野別）］

半導体
214件

電子ビーム描画装置 113件
超先端クリーニング技術 9件

国内外の企業から引き合い
もあり、特許収入を含めた経
済的効果があった。2007年
に製品化しており、今後の発
展が期待できる。世界初のク
リーニング精度を達成した特
許を含む。

その他 92件

出願特許

磁気

磁気ヘッド 81件

総数567件

212件

垂直磁気記録媒体 48件

［本プロジェクトで出願された特許（国内・海外）］
半導体154件
磁気127件
国内
389件

出願特許

半導体60件

総数567件
海外

その他 83件

178件
液晶
141件

液晶表示装置 20件
配向剤 12件

半導体
193件
【本プロジェクトに関連して出願された特許の経過】
磁気

登録（公開）

超先端クリーニング技術 2件

122件

その他 30件

登録（公開）
124件

液晶33件

磁気ヘッド 23件
垂直磁気記録媒体 36件
その他 65件

2001年までの
出願特許

189件

総計515件

液晶

登録（公開）

133件

35件

総数567件

液晶表示装置 15件
配向剤 1件
液晶素子・組成物その他 19件

半導体

登録（公開）

21件

7件

2002年以降
出願特許

磁気

登録（公開）

総計52件

23件

16件

登録特許
■ 半導体分野：
214件の出願に対し、129件の登録件数である。
■ 磁気記録分野：
211件の出願に対し、140件の登録件数である。
■ 液晶分野：
141件の出願に対し、39件の登録件数である。

磁気85件

電子ビーム描画装置 90件

液晶素子・組成物その他 109件

本プロジェクト
開始からの出
願特許

液晶108件

電子ビーム描画装置 4件
その他 3件

垂直磁気記録媒体 9件
その他 7件

液晶
8件

登録（公開）
4件

液晶素子・組成物その他 4件

注： 2008年3月現在のデータより作成
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参考資料7. 市場調査（半導体分野）
＜電子ビーム描画装置＞
本プロジェクトにより、電子ビーム描画の微細化や高精度化のための技術レベルは飛躍的に向上した。1997年に4割弱であった日本企業のシェアが、2006年には9割超になった。本プロジェクト
の成果を活用した電子ビーム描画装置が2001年からリリースされたが、それ以降、日本企業の売上高は、年によって多少の増減はあるものの、300億円程度以上を維持している。
＜フォトレジスト材料＞
本プロジェクトにより、ArFエキシマレーザーを光源としたレジストプロセス技術の開発とフォトレジスト材料の有効性を実証し、ArF用レジスト材（感光材）としての適性評価により、国内原材料メー
カーが開発したアダマンタン等（感光性樹脂の材料）の性能を検証した。その結果、ArF露光装置向けフォトレジスト材料の日本企業のシェアは2004年には9割超に達した。

電子ビーム描画装置の世界市場メーカ別シェア推移
日本企業のシェア

日立
日本電子
東芝機械
Etec（米国）
その他

電子ビーム描画装置の売上推移
日本メーカー売上高（億円）

億円

海外メーカー売上高（億円）

400

フォトレジスト材料のシェア

本プロジェクトの成果を活用した電子
ビーム描画装置が2001年からリリース

全体

350

ArF露光装置向け

300

海外
メーカー

250
200

1997年

日本
メーカー
メ
カ
日本メーカー

150

2006年

日本企業のシェア

フォトレジスト材全体
に対するArF向けの
比率 は7％

100

1998年
日立ハイテク
（日立から分離独立）
日本電子

50

エレクトロニクス高分子材料の現状と将
来展望（富士キメラ総研）より作成

0
2000

2001

2002

ニューフレアテクノロジー
（東芝機械から分離独立）
AMAT
(Applied Materials)（米国）

「超先端電子技術開発促進事業」
1995年度−2001年度

2003

2004

2005

2006 年

半導体製造装置データブック（電子ジャー
ナル）より作成

半導体製造装置データブック2007年(電子ジャーナル）から作成

1997年に世界シェア60％を占有していた米国Etec社は、そ
の後に市場から撤退し、日本企業がこの分野のイニシアチ
ブを獲得した。

2004年

2001年に、本プロジェクトの成果によ
り描画速度等が向上した電子ビーム
描画装置がリリースされ、日本メーカ
の電子ビーム描画装置の売上が急増
した。

本プロジェクトで、日本企業が開発
したフォトレジスト材料の有効性を
検証したことで、現時点で最先端
のArF露光装置向けのフォトレジ
スト材料市場の国内企業による
シェアは2004年時点で90％と、ほ
ぼ独占するに至った。
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参考資料7.（続き） 市場調査（磁気記録分野）
ハードディスクの日本メーカ売上高の推移

日本メーカ売上高（億円）

（億円）
12,000

本研究の成果等により、日本メーカのハードディスク売上高は、単価下
落にもかかわらず、2006年には1兆円を突破した。

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 年

出所：「ストレージ関連市場総調査」（富士キメラ総研）
磁気ディスク市場における日本メ カのシ アは2001年には16％だったが
磁気ディスク市場における日本メーカのシェアは2001年には16％だったが
2003年よりが急増し、2006年には33％にまで向上した。これには本プロジェク
トで実用化された高密度記録技術や小型化技術の貢献が大きい。

本プロジェクトの成果
・垂直磁気記録媒体
・磁気媒体の超平滑･低ノイズ薄膜材料及び超保護
膜開発技術
・スピンプローブ法高精細磁化構造解析技術
・コンタクト磁気記録用高感度GMR素子構成技術
・超クリーンアトミック制御成膜技術
・コンタクト磁気記録対応サブミクロントラック・スピ
ンバルブ素子の開発技術
・高性能GMR用新磁気抵抗効果材料の開発技術
など

本プロジェクトの成果等を活用したメーカ等の
実用化状況
1999年 HDD用薄膜SPTヘッドの開発（大学）
3.8Gbit/in2用GMRヘッドを世界に先駆け製品化
（企業）
2000年 52.5Gb/in2 デモ（企業）
2001年 面内媒体技術で40Gbit/in2級
2.5型HDDを世界で初めて製品化
2002年 35Gb/in2 HDDのPC搭載と52Gb/in2 デモ（企業）
2002年 TMR ヘッドによる107Gb/in2 デモ（企業）
2004年 133Gb/in2 及び04/Q2 製品化予定発表（企業）
2005年 230Gb/in2 及び年内製品化予定発表（企業）
垂直HDD搭載ギガビート発売（企業）

経済効果
世界シェアの増加や製品の売り上
げの増加に寄与した。ハードディス
ク装置の売上げ増により、ディスク
素材や製造技術の分野を活性化し、
製品としてのハードディスク装置以
外に、記録媒体としての磁気ディス
ク製造産業及びその他部品としての
精密モーターやレーザー等の周辺
装置産業の技術レベル向上、売上
増などにも影響を及ぼした。
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平成 20 年度経済産業省委託調査

参考資料２．
特許の効果についての調査結果

平成２１年３月

株式会社旭リサーチセンター

１．調査の概要
（１）本調査の目的

平成１９年度に実施した「超先端電子技術開発促進事業の技術・産業・社会へのイン
パクトに関する調査」により、半導体分野における特許は出願２１４件、登録１２９件
であった。同様に、磁気記録分野では出願２１１件、登録１４０件、液晶分野では出願
１４１件、登録３９件であり、「超先端電子技術開発促進事業」において６００件近い
特許が出願されている。
「超先端電子技術開発促進事業」は半導体分野、磁気記録分野、
液晶分野のそれぞれでの基礎技術開発が大きなウエイトを占めている。この事業の中で、
製品開発上等で基盤になる特許が相当数存在すると考えられる。ここでは、「超先端電
子技術開発促進事業」で出願された特許の中から製品開発上等で基盤になっていると考
えられる代表的特許をピックアップし、その特許について特許関連図等を作成して技術
的効果、経済的効果等についての調査を行う。
（２）調査対象
超先端電子技術開発事業における出願特許
（３）調査方法
特許検索、サイテーション分析、特許文献分析等
（４）調査期間
平成２０年１２月 〜 平成２１年３月
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２．先端電子技術開発事業による特許出願状況と調査対象特許の選定
特許の重要度を示す指標の一つとして、他の特許から引用される回数すなわち被引用回
数（サイテーション）がある。被引用回数が多いことが必ずしもその特許の重要性を示す
とは限らないが、少なくとも注目度を示す指標となる。本調査では被引用回数をベースに
注目特許をピックアップし、ピックアップされた特許のうち幾つかについてその技術的効

果、経済的効果等についての調査をおこなう。
超先端電子技術開発事業（以下本プロジェクトと略称）で、出願された特許を以下に示
す。
出願件数

内登録件数

半導体分野

１５２

１０１

磁気ディスク分野

１０３

７１

６７

２６

液晶分野

さらに、本プロジェクト期間中に出願された特許のサイテーション状況を調査し、サイ
テーションが１０回以上の特許件数を以下に示す。
被引用回数１０回以上の特許件数
半導体分野

２

磁気ディスク分野

１５

液晶分野

０

以上から、磁気ディスク関連で出願された特許群が注目度の高い特許を多く含むと判断
されるので、磁気ディスクに関連して出願された特許を磁気ヘッド関連と磁気メディア関
連に区分して、その引用状況を分析した。
サイテーション分析ソフトとしては、RWS グループと Minesoft 社により開発されたプロ
グラム「PatBase」を使用した。データベースは日本を含む 78 ケ国を対象とし、主として
1990 年以降の特許が収録されている。審査官引用を対象としている。
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３．磁気ヘッド関連特許のサイテーション分析
（１）全般
本プロジェクトで出願された磁気ヘッド関連の特許は 54 件あり、件数では日立製作所の
28 件を筆頭に、以下、日本電気、富士通、松下電器、ソニーのそれぞれ 8 件、7 件、6 件、
5 件である。
これら特許を注目度の高いというひとつの指標である被引用（サイテーション）回数の
多い順に別表「PJ 磁気ヘッド関連特許リスト」に示す。なお、上位 4 件の被引用回数は、
引用特許をファミリーとしてまとめて再カウントしているので、ファミリー集約前の数値
を表下欄に示した。また、引用した特許をさらにサイテーション分析した結果、被引用回
数のもっとも多かった特許の出願人をゴシックで表示している。
個別のファミリーとしての被引用回数の順位としては、表に示される日本電気（１・２
位）
、松下電器、ソニー（４・５位）が上位にあるが、各社特許の総被引用回数では、出願
件数の多い日立が 93、日本電気 78、ソニー50、松下電器 39、富士通 16 の順位となる。
サイテーション分析により、当該特許をもっとも多く引用している（いわば下流側の）
特許のサイテーション分析を行うことにより、当該特許を引用した特許がどのように関心
を集めているかを知ることができる。反対に、当該特許が引用している（いわば上流の）
特許のサイテーション分析を行うことにより、当該特許が、どういう特許に関心を持ちな
がら出願されていることが判る。当該特許に対して上流の（先願の）特許及び下流の（後
願の）特許の関係を示しているのが、「PJ 磁気ヘッド関連特許の相関図」である。
磁気ヘッド関連特許で被引用数がトップの特許に関しては、引用している特許を出願年
次ごとに区分して、
「磁気ヘッド関連引用特許関連図」として示した。同特許が、磁気ディ
スク関連会社により、長期にわたり注目されていることが読み取れる。
「PJ 磁気ヘッド関連特許引用展開図は、被引用数上位 4 件の特許の被引用状況を下流側
に第 4 階層まで示したものであり、PJ 磁気ヘッド関連日引用トップ４の PJ 特許が引用し
た特許」は、被引用数上位 4 件の特許が引用した上流の特許を示す。
（２）注目特許
被引用回数が最も多かったのは、日本電気の特許 2914339 号①「磁気抵抗効果素子並び
にそれを用いた磁気抵抗効果センサ及び磁気抵抗検出システム」
（局所的な電流加熱効果に
よる反強磁性膜が下地層からの剥離を防止した素子及びセンサ、システム）をベースとし
たファミリー特許群であった。本特許ファミリーを引用している各社（日本電気を含む）
の特許を磁気ヘッド引用特許関連図として示す。関連図では、引用特許の出願を時系列的
に示すため、ファミリーではなく個別特許で表示している。
特許 2914339 号を引用した特許群（第 2 階層）の中で被引用回数がもっとも多かったの
は、日立の特許 3799168 号「磁気記憶装置」
（50MB/s 以上の高速転送記録でも高密度化可
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能な磁気記録再生装置）をベースとした特許ファミリーである。
被引用回数 2 位の日本電気による特許 2933056 号②「磁気抵抗効果素子並びにこれを用
いた磁気抵抗効果センサ、磁気抵抗検出システム及び磁気記憶システムは」は、出力値、
出力波形及びビットエラーレートの良好な特性を得るとともに熱的な信頼性向上をねらっ
た特許である。本特許を引用した特許群（第 2 階層）の中でもっとも被引用回数が多かっ
たのは、東芝による特開 2000‑20926 号「磁気抵抗効果ヘッド」であり、巨大磁気抵抗効果
を用いた磁気抵抗効果ヘッドにおいて。磁化固定層の磁化の固着プロセスが容易でしかも
固着が安定な磁気抵抗効果ヘッドを提供するものである。
被引用回数 3 位の松下電器による特許 3092916 号③「磁気抵抗効果素子及び磁気抵抗効果
型ヘッド」は、MR 比の高い磁気抵抗効果素子及び磁気抵抗効果型ヘッドを提供するものであ
る。本特許を引用した特許群（第 2 階層）の中でもっとも被引用回数が多かったのは、東芝
による特開 2000‑156530 号「積層薄膜機能デバイス及び磁気抵抗効果素子」であり、長期的
な信頼性を向上させさらに初期特性も改善された磁気抵抗効果素子を提供するものである。
被引用回数 4 位のソニーによる特開平 2001‑250208 号④「磁気抵抗効果素子」は、高い
抵抗値を有する硬磁性材料により強磁性層を単磁区化し磁壁が生じることを防止するもの
である。本特許を引用した特許群（第 2 階層）の中でもっとも被引用回数が多かったのは、
東芝による特開 2003‑60263 号
「磁気抵抗効果素子、
磁気ヘッド及び磁気再生装置」
であり、
スピンバルブ構造の垂直磁気抵抗素子において、抵抗変化量の大きい磁気抵抗効果素子、
及びこれを用いた磁気ヘッド、磁気再生装置を提供するものである。
被引用 6 位（被引用回数 22）の日立による特開 2001‑291274「磁気抵抗センサ並びにこれ
を用いた磁気ヘッド及び磁気記録再生装置」
は、出願人によれば、
CPP（Current Perpendicular
to the Plane）構造再生ヘッドの高感度技術の中で有望な技術の一つであるという。
本プロジェクトによる出願特許を引用している、いわば下流の階層への展開とは逆に、
PJ 特許が引用している上流階層の特許についての引用を調べた。
本プロジェクト特許で被引用トップの特許 2914339 号が引用する特許は、IBM、フォルシ
ュングスツエントルム・ユーリッヒ・ゲゼルシャフト、富士通による特許のほか 19 件があ
る。
引用された IBM 以下 3 社特許の引用件数は当該特許が引用するほか、
それぞれ 436 件、
196 件、105 件の特許から引用されている。被引用件数が 439 件とずば抜けて高い IBM 特開
平 4‑358310 号は、スピン･バルブ効果利用の磁気センサに関する特許であるが、スピン･
バルブ構造は、GMR（Giant Magneto Resistivity）効果を生み出すいくつかの構造の中で
も比較的構造が単純で、弱い磁界でも抵抗が変化するため、既存の GMR ヘッドは全てこの
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膜を利用している。
PJ磁気ヘッド関連特許リスト（１／３）

No.

被引用特許公号
（経過情報）
出願人
発明の名称
出願日
特許2914339
(登録）
日本電気

被
引
用
回
数
23

磁気抵抗効果素子並び
にそれを用いた磁気抵抗
効果センサ及び磁気抵
抗検出システム
1

1999.04.16
US6114850A
US6452386BA
US6456468BA
Magnetoresistance
effect element and
magnetoresistance
effect sensor and
magnetic information
recording and playback
system using same
特許2933056
(登録）
日本電気

36
26

磁気抵抗効果素子並び
にこれを用いた磁気抵抗
効果センサ、磁気抵抗検
出システム及び磁気記
憶システム
2

US6090480A
Magnetoresistive device

33
特許3092916
17
（登録）
松下電器
磁気抵抗効果素子及び
磁気抵抗効果型ヘッド
CN1142541A
Direct reduction provess
of sponge iron coal base

3

CN1189675A
Manetoresitive device
and magnetoresistive
head

自
社
特
許
数

他
社
特
許
数

引用した特許の出願人

1 22 IBM(6)
日立(3)
TDK(3)
富士通(2)
Seagate(2)
日本電気(1)
東芝(1)
松下電器(1)
Western Digital(1)
Infineon(1)
READ RITE SMI CORP(1)
Headway Technologies(1)

ファミリー集約前
1 25 IBM(5)
Seagate(5)
NVE CORP(3)
日立（2)
アルプス電気(2)
日本電気(1)
東芝(1)
ソニー(1)
TDK(1)
Western Digital(1)
Headway Technologies(1)
その他(3)

ファミリー集約前
2 15 日立(3)
Seagate(3)
東芝(2)
富士通(2)
IBM(2)
日本電気(1)
ソニー(1)
アルプス電気(1)
Western Digital(1)
CEA(1)

概

【要約】
【課題】 磁気抵抗効果素子、磁気抵抗効果
センサ、磁気抵抗検出システム及び磁気
記憶システムにおいて、出力値、出力波形
及びビットエラーレートの良好な特性を得
るとともに、熱的な信頼性も向上させる。
【解決手段】 本発明の磁気抵抗効果素子
は、基体１００上に、下地層１０１、第１フ
リー磁性層１０２、非磁性層１０４、固定磁
性層１０６及び反強磁性層１０７が順次形成
されたものである。そして、下地層１０１は、
材質の異なる二以上の金属層が積層され
てなる。この金属層は、Ｔａ，Ｈｆ，Ｚｒ，Ｗ，Ｃ
ｒ，Ｔｉ，Ｍｏ，Ｐｔ，Ｎｉ，Ｉｒ，Ｃｕ，Ａｇ，Ｃｏ，Ｚｎ，
Ｒｕ，Ｒｈ，Ｒｅ，Ａｕ，Ｏｓ，Ｐｄ，Ｎｂ及びＶの
群から選ばれた一の金属又は二以上の合
金からなる。
【要約】
【課題】 磁気抵抗効果素子、磁気抵抗効果
センサ、磁気抵抗検出システム及び磁気
記憶システムにおいて、出力値、出力波形
及びビットエラーレートの良好な特性を得
るとともに、熱的な信頼性も向上させる。
【解決手段】 本発明の磁気抵抗効果素子
は、基体１００上に、下地層１０１、第１フ
リー磁性層１０２、非磁性層１０４、固定磁
性層１０６及び反強磁性層１０７が順次形成
されたものである。そして、下地層１０１は、
材質の異なる二以上の金属層が積層され
てなる。この金属層は、Ｔａ，Ｈｆ，Ｚｒ，Ｗ，Ｃ
ｒ，Ｔｉ，Ｍｏ，Ｐｔ，Ｎｉ，Ｉｒ，Ｃｕ，Ａｇ，Ｃｏ，Ｚｎ，
Ｒｕ，Ｒｈ，Ｒｅ，Ａｕ，Ｏｓ，Ｐｄ，Ｎｂ及びＶの
群から選ばれた一の金属又は二以上の合
金からなる。
【要約】
【課題】 ＭＲ比の高い磁気抵抗効果素子及
び磁気抵抗効果型ヘッドを提供する。
【解決手段】 磁気抵抗効果素子は、非磁性
膜４を介して積層された少なくとも２つの磁
性膜３、５と、磁性膜の最も外側の磁性膜５
の少なくとも一方に、磁性膜５と接して非磁
性膜４と反対側に形成された、電子のスピ
ン方向を維持したまま反射散乱を生じやす
い金属反射膜６を有する。

EP0845820A2
Manetoresitive device
and magnetoresistive
head
US6535362BB
Manetresistive device
having a highly smooth
metal reflective layer 26

要

ファミリー集約前

5

PJ磁気ヘッド関連特許リスト（２／３）

No.

被引用特許公号
（経過情報）
出願人
発明の名称
出願日
特開2001-250208
（公開）
ソニー
磁気抵抗効果素子

被
引
用
回
数
13

US6621666BB
4 Manetoresistive-effect
element

自
社
特
許
数

他
社
特
許
数

1 12 IBM(3)
日立(2)
東芝(2)
Headway Technologies(2)
ソニー(1)
富士通(1)
Seagate(1)
Grandis Inc(1)

24

No.

引用した特許の出願人

概

要

【要約】
【課題】 第１の強磁性層を単磁区化し、磁
壁が生じることを防止する。

【解決手段】 ＴＭＲ薄膜３の両端部に、高い
抵抗値を有する硬磁性材料によってバイア
ス層４を形成する。このため、センス電流が
バイアス層４に分流することがなくなる。そ
して、ＴＭＲ薄膜３に対して十分にバイアス
磁界を印加することが可能となる。このこと
により、フリー層１３が単磁区化するため、
磁壁の発生を防止できる。

ファミリー集約前

出願人

発明の名称

特開番号

被引用件数

5

平11-34540

23

ソニー

マスクパターンの形成方法及び薄膜磁気ヘッドの製造方法

6

2001-29124

22

日立

磁気抵抗センサ並びにこれを用いた磁気ヘッド及び磁気記録再生装置

7

2001-273613

15

日立

磁気ヘッド、及びこれを用いた磁気記録再生装置

8

2002-26426

15

日立

磁界センサー、磁気ヘッド、磁気記録再生装置及び磁気記憶素子

9

平11-168250

13

松下

磁気抵抗効果素子、磁気抵抗効果型ヘッドおよび磁気抵抗効果素子の製造
方法

10

2002-183915

9

日立

２素子型再生センサ、垂直磁気記録再生用薄膜磁気ヘッド及び垂直磁気記
録再生装置

11

2001-283412

9

富士通

磁気抵抗効果素子を製造する方法

12

2000-187816

9

日立

磁気ヘッド、及びそれを用いた磁気記録再生装置及び磁性メモリ装置

13

平11-53716

6

日立

磁気抵抗効果型ヘッド及び製造方法並びにそれを用いた磁気記録再生装
置

14

2001-68757

5

日本電気

強磁性トンネル接合素子と磁気ヘッドと磁気メモリ

15

2002-141580

4

富士通

磁気抵抗効果膜およびその製造方法

16

平11-213354

3

日立

磁気記録再生方法及び磁気記録再生装置

17

2001-202604

3

日立

磁気抵抗効果ヘッド及び磁気記録再生装置

18

2000-99925

3

ソニー

スピンバルブ膜、磁気抵抗効果素子及び磁気抵抗効果型磁気ヘッド

19

平11-328624

2

富士通

磁気抵抗効果素子

20

平11-296821

2

日立

磁気抵抗効果素子、磁気ヘッド、磁気記録再生装置および磁気抵抗効果素
子の製造方法

21

2002-74626

2

日立

スピントンネル型磁気抵抗効果ヘッド及び磁気記録再生装置

22

平10-275723

1

日本電気

交換結合膜及びこれを用いた磁気抵抗効果素子

23

2000-76623

1

日本電気

強磁性トンネル結合素子、磁気センサ及び磁気記憶システム

24

2000-91666

1

日本電気

強磁性トンネル効果素子

25

平10-188229

1

日立

反強磁性層と磁性層の積層体及び磁気ヘッド

26

平10-188228

1

日立

反強磁性層と磁性層の積層体及び磁気ヘッド

27

平10-208215

1

日立

反強磁性層と磁性層の積層体、磁気抵抗効果素子及び磁気ヘッド

28

平11-224961

1

日立

磁気抵抗効果素子、磁気抵抗効果型ヘッドおよび磁気記録再生装置

29

平11-175921

1

日立

磁気抵抗効果型ヘッドおよび磁気記録再生装置

6

PJ磁気ヘッド関連特許リスト（３／３）
No.

特開番号

30

平11-213346

1

日立

出願人

磁気抵抗効果型ヘッドおよび磁気記録再生装置

31

2001-222804

1

富士通

磁気抵抗効果型ヘッド及び磁気抵抗効果型ヘッドの製造方法

32

2000-357829

1

日本電気

強磁性トンネル接合素子の製造方法

33

平11-339228

1

日立

磁気抵抗効果型ヘッドの製造方法

34

2001-331911

0

富士通

巨大磁気抵抗効果素子及びその製造方法

35

平10-320719

0

日立

反強磁性層と磁性層の積層体及びその積層体を用いた磁気ヘッド

36

2001-209912

0

日立

磁気ヘッド及び磁気記録再生装置

37

平11-213302

0

日立

磁気記録方法及び磁気記録再生装置

38

平10-255249

0

日立

磁気記録媒体及び磁気記憶装置

39

2001-291912

0

日立

磁気トランスデューサー及び磁気記録再生装置

40

2000-133858

0

日立

磁気抵抗センサ

41

2001-352112

0

松下

磁気抵抗効果素子及び磁気抵抗効果型ヘッド

42

2000-251224

0

富士通

磁気抵抗効果センサ及びその製造方法

43

平10-320722

0

日立

磁気抵抗効果型磁気ヘッドおよび磁気記録再生装置

44

2002-9368

0

松下

磁気抵抗効果素子と磁気抵抗効果型ヘッドおよびハードディスク装置

45

平11-346017

0

ソニー

磁気抵抗効果素子及び磁気抵抗効果型磁気ヘッド

46

2000-276710

0

松下

磁気抵抗効果素子、磁気抵抗効果型ヘッドおよび磁気抵抗効果型ヘッドを
用いたハードディスク装置

47

2001-256618

0

日立

磁気抵抗効果型ヘッド及び磁気記録再生装置

48

2001-344717

0

日立

磁気抵抗効果型ヘッド及びその作製方法

49

2001-148104

0

ソニー

磁気抵抗効果型磁気ヘッド

50

平10-241115

0

日立

薄膜磁気ヘッドの製造方法

51

平11-213304

0

日立

磁気記録再生方法及び磁気記録再生装置

52

2002-94144

0

富士通

磁気抵抗効果素子およびその製造方法

53

平11-145529

0

日本電気

磁気抵抗効果素子の製造方法、及び磁気抵抗効果センサ

54

2001-67620

0

松下

磁気抵抗効果素子の製造方法

被引用件数

発明の名称

7

PJ磁気ヘッド関連特許の相関図

上流階層

PJ特許

第２階層

第３階層

IBM

日本電気 ①

日立

日本電気

平4-358310

437

ﾌｫﾙｼｭﾝｸﾞｽﾂｴﾝﾄ
ﾙﾑ・ﾕｰﾘｯﾋ
平2-61572

36

平6-2099966

日本電気 ②
197

富士通
平11-168249

平9-261824

平10-303477

TDK
33

2003-6821

松下電器 ③
106

平9-326822

他に19件を1位特許が引用

26

US6353519BB

24

平9-261824

40

平10-303477

34

IBM
25

平9-326822

他に13社20件が引用

他に18社33件が引用

東芝

東芝

2000-173025

36

TDK

IBM

ソニー ④
2001-25028

51

62

2002-74627

21

32

以下50件
日立

枠外右下の数値は被引用件数（ファミリー化前）

2000-67401

矢印は引用の向きを示す

日本電気
51

IBM

⇒右側配置の特許は左側の特許を引用

2001-195710

2002-50011

26

IBM
39

US6831816BB

21

特許番号は、日本公開特許番号で代表表示するが、
日本出願がない場合には、USP番号で表示する。

他に13社23件が引用

他に8社30件が引用

東芝

Seagate
Technology LLC

全ての特許には米国出願があり、その他 WO、EP等
世界各国へ出願されているものもある。

2000-156530

68

日本電気
2000-163716

他に8社14件が引用

8

31

東芝
61

東芝
2000-252548

2003-513435

2002-158381

31

アルプス電気
41

2000-216455

他に8社20件が引用

17

9

US6407892

①

US6791807

③

US6428657
Magnetic head sensor
with a reactivity
sputtered pinning
layer

US6327122

US6313647
Spin-valve magnetic
transducing element
and magnetic head
having free layer with
negative
magnetostriction

SEAGATE
TECHNOLOGY
LLC(US)

Spin-valve magnetic
transducing element
and magnetic head
having free layer with
negative
magnetostriction

US6430013
Magnetoresistive
structure having
improved thermal
stability via magnetic
barrier layer within a
free layer

US6665153
Magnetoresistance
element head sensing
system and magnetic
storing system

US6798625
Spin-valve
magnetoresistance
sensor and thin-film
magnetic head

US6650512
GMR coefficient
enhancement of a
spin valve structure

IBM

TDK

WESTERN DIGITAL
FREMONT INC(US)

Single top spin valve
heads for ultra-high
recording density

US6522507

HEADWAY
TECHNOLOGIES
INC(US)

②

US6353518
Spin valve sensor
having antiparallel
(AP) pinned layer
structure with low
coercivity and high
resistance

IBM

Thin-film magnetic
head with
magnetoresistive
effect element

US6636392

TDK

Magnetoresistance
effect element
magnetic head and
magnetic recording
and/or reproducing
system
④

Magneto-resistive
sensor with ZR base
layer and method of
fabricating the same

READ RITE SMI
CORP(JP)

東芝
US6937446

日本電気

Magnetic recording
and reading device

①

Magnetic recording
and reading device

US6324035

日立

2001出願

US6664784

IBM

Spin valve sensor
having antiparallel
(AP) pinned layer
structure with low
coercivity and high
resistance ②

IBM

①

Magnetic recording
and reading device

Magnetic recording
and reading device

①

US6404605

日立

2000出願

US6266210

日立

1999出願

磁気ヘッド関連引用特許関連図（第2階層）

IBM

Magnetoresistance
effect element and
magnetoresistance
effect sensor and
magnetic information
recording and
playback system
using same

US6456468

Magnetoresistance
effect element and
magnetoresistance
effect sensor and
magnetic information
recording and
playback system
using same

US6114850
Magnetoresistance
effect element and
magnetoresistance
effect sensor and
magnetic information
recording and
playback system
using same
US6452386

1999.04.16

磁気抵抗効果素子並
びにそれを用いた磁
気抵抗効果センサ及
び磁気抵抗検出シス
テム

第2914339号
(登録）
日本電気株
(日本）

1998出願

日立

②

US6353519
Spin valve sensor
having antiparallel
(AP) pinned layer
structure with high
resistance and low
coercivity

IBM

Current
perpendicular-to-theplane
magnetoresistance
read head

US6704175

⑥

US6930864
Methods and
apparatus for defining
the track width of a
magnetic head having
a flat sensor profile

IBM

Perpendicular
magnetic recording
head with a laminated
main write pole

US6771464

SEAGATE
TECHNOLOGY
LLC(US)

Magnetoresistive
spin-valve sensor
and magnetic storage
apparatus

富士通
WO03071300

TDK

①

Magnetic recording
and reading device

富士通

①

日立
US6819531

US6829122
Magnetic head of a
magnetoresistance
type having an
underlying layer
having a laminated
structure of a
tungsten-group metal
layer formed on a
tantalum-group metal
layer

Magnetoresistive
magnetic sensor and
magnetic storage
apparatus ⑤

US6657830

2002出願

日立

IBM
US6735058
Currentperpendicular-toplane read head with
an amorphous
magnetic bottom
shield layer and an
amorphous
nonmagnetic bottom
lead layer

③

US6735061
Read head sensor
with a reactively
sputtered pinning
layer structure

IBM

Spin-valve head
containing closedflux-structure domain
control films

US6937449

①

Magnetoresistive
element

US6861940

松下

Magnetoresistive
magnetic sensor and
magnetic storage
apparatus ⑤

US6917499

日立

Magnetic recording
and reading device

US7177115

日立

2003出願

⑥

US7380331
Methods and
apparatus for defining
the track width of a
magnetic head having
a flat sensor profile

IBM

Magnetoresistance
effect element
magnetic head and
magnetic recording
and/or reproducing
system
④

US7046489

東芝

2005出願

①

Magnetic recording
and reading device

US7339762

日立

2007出願

注１：○内数字が同じ数字の特許
はファミリー特許
注２：緑色着色特許は、次の階層
で被引用回数最多の特許ファミ
リー

US7323870
Magnetoresistive
sensor element and
concept for
manufacturing and
testing the same

INFINEON
TECHNOGIES AG

2006出願

10

右側へ続く

US6114850
US6452386BB
US6456468BB
Magnetoresistance
effect element and
magnetoresistance
effect sensor and
magnetic information
recording and
playback system
using same

1999.04.16

磁気抵抗効果素子並
びにそれを用いた磁
気抵抗効果センサ及
び磁気抵抗検出シス
テム

36

用

引

被

他に１３社２０件が引用

Spin valve sensor having
sntipallarel(AP) pinned layer
structure with low coercivity
and high resistance

US6353519BB

IBM

Current perpendicular-to the
plane magnetoresistance read
head

被

25

用

引

被

40

用

引

被

被

21

用

引

被

26

用

引

被

32

用

引

被

21

用

引

被

34

用

引

被

36

用

引

被

他に８社２０件が引用

US6690554BB
Magnetoresistive-effect device and method
for manufacturing the same

アルプス電気

17

用

引

被

引
US7359163BB
Tunnel magnetoresistance effect device and a 用
portable personal device
31

東芝

引
US6556390A
Spin valve sensor with an oxide layer utilizing 用
electron specular scattering effect
31

SEAGATE TECHNOLOGY LLC(US)

他に８社３０件が引用

US6831816BB
CPP sensor with in-stack biased free layer

IBM

Magneto-resistance effect element magnetoresistance effecto head magneto-resistance
tranceducer system and magnetic storage
system

US7277261BB

日立

東芝
US7130163BB
Magnetoresistance effect element

TDK

US6704175BB

他に１８社３３件が引用

EP0382553B1
apparatus for driving objectine lens

東芝

US6846583BB
Magnetic recording medium and magnetic
recording apparatus

日立マクセル

Magnetoresistance effect element and
magnetoresistance effect sensor and magnetic
information recording and playback system
using same

Magnetic recording and reading
用
device
51

引

日本電気
US6452386BB

日立

US6266210BA

日本電気

JP2914339

被

第３階層

第２階層

第１階層

PJ磁気ヘッド関連特許引用展開図

TDK

他１２社２２件が引用

Spin valve sensor having
sntipallarel(AP) pinned layer
structure with low coercivity
and high resistance

US6353519BB

IBM

Current perpendicular-to the
plane magnetoresistance read
head

US6704175BB

25

用

引

被

40

用

引

被

引

被

Magnetic recording and reading
用
device
51

US6266210BA

日立

第４階層

他に５社５０件
の特許出願

JP2001250208
磁気抵抗効果素子
2000.03.02
US6621666

ソニー

1997.11.27
CN1189675A
EP0845820A3
US6535362BB

JP3092916
磁気抵抗効果素子及
び磁気抵抗効果型
ヘッド

松下

1997.04.30
US6090480

24

用

引

被

26

用

引

被

33

用

磁気抵抗効果素子並
びにこれを用いた磁
気抵抗センサ、磁気
抵抗検出システム及 被
び磁気記憶システム 引

JP2933056

日本電気

第１階層

左側より

他に７社１０件が引用

US7379278BB
Magnetoresistance effect element magnetic
head magnetic reproducing apparatus and
magnetic memory

東芝

US7443004BB
Magnetoresistance effect element magnetic
head and magnetic reproducing apparatus

東芝

US7035063BB
Magnetic tunnel junction sensor with nonshunting stabilization

日立

他に８社１４件が引用

US6348274BA
Magnetoresistive element and magnetic
recording apparatus

東芝

US7372673BB
Magnetoresistive effect transducer having
longitudinal bias layer derectly cnnected to
free layer

日本電気

US6495275BB
Multi-layered thin-film functional device and
magnetoresistance effect element

東芝

他に１３社２３件が引用

EP1096478
Trilayer seed layer structurw for spin valve
sensor

IBM

Magnetic recording and reading device

日立

15

用

引

被

22

用

引

被

23

用

引

被

41

用

引

被

61

用

引

被

68

用

引

被

39

用

引

被

51

用

引

被

Laminated magnetorestrictive element of an 被
exchange coupling film an antiferromagnetic 引
film and a ferromagnetic film and a magnetic 用
disk drive using the same
62

US6313973BA

東芝

第２階層

PJ磁気ヘッド関連被引用数トップ４のPJ特許が引用した特許
被引用特許

第1階層
他に661

IBM
特開平4-358310
スピン･バルブ効果利用の磁気抵抗センサ
低磁界において直線的な感度を有するセンサ
ﾌｫﾙｼｭﾝｸﾞｽﾂｴﾝﾄﾙﾑ・ﾕｰﾘｯﾋ・ｹﾞｾﾞﾙｼｬﾌﾄ
特開平2-61572
強磁性薄膜を用いた磁場センサ
富士通
特開平11-168249
強磁性トンネル接合磁気センサ、その製造方
法、磁気ヘッド、及び磁気記録／再生装置

日本電気
JP2914339

437
437

磁気抵抗効果素子並びにそれ
を用いた磁気抵抗効果センサ
及び磁気抵抗検出システム

197

1999.04.16
US6114850
US6452386BB
US6456468BB

105

Magnetoresistance effect
element and
magnetoresistance effect
sensor and magnetic
information recording and
playback system using same

他に410
東芝
特開平6-325934
磁気抵抗効果素子
高感度の磁気ヘッドに適用可能な磁気抵抗効
果素子
ﾌｫﾙｼｭﾝｸﾞｽﾂｴﾝﾄﾙﾑ・ﾕｰﾘｯﾋ・ｹﾞｾﾞﾙｼｬﾌﾄ
特開平2-61572
強磁性薄膜を用いた磁場センサ

被
引
用
36

257
日本電気
JP2933056

256

磁気抵抗効果素子並びにこれ
を用いた磁気抵抗センサ、磁気
抵抗検出システム及び磁気記 被
憶システム
引
1997.04.30
用
US6090480
33

197

IBM
特開平6-223336
二重スピン･バルブ磁気抵抗センサ
いずれの方向に散乱する伝導電子利用

196

IBM
特開平6-236527
非磁性背部層を有する磁気センサ

126

松下
JP3092916
磁気抵抗効果素子及び磁気抵
抗効果型ヘッド

他に230

TDK
特開2001-6130
トンネル磁気抵抗効果ヘッド

46

TDK
特開2001-6127
トンネル磁気抵抗効果ヘッド

34

IBM
US6226160(B1)

34

Small area magnetic tunnel junction device
with low resistance and high
magnetoresistance
他に76

11

1997.11.27
CN1189675A
EP0845820A3
US6535362BB

被
引
用
26

ソニー
JP2001250208
磁気抵抗効果素子
2000.03.02
US6621666

被
引
用
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４．磁気メディア関連特許のサイテーション分析
（０）資料の構成
引用状況を、以下４種の資料に整理した。
（ⅰ）
「PJ 磁気メディア特許リスト」：PJ 特許 40 件を被引用数順に列挙。
（ⅱ）
「PJ 磁気メディア関連引用特許関連図」
：上記リストの第１位特許（最多被引用特許）
を引用している特許群（第２階層）を、出願年ごとに纏め、各社による引用状況を
見た。
（ⅲ）
「PJ 磁気メディア関連特許引用展開図」
：上記（ⅰ）のリスト中トップ３特許につい
て、第２階層以降の引用展開の状況を俯瞰した。
（ⅳ）
「PJ 磁気メディア関連被引用数トップ３の PJ 特許が引用した特許」
：PJ 特許が先願
を引用している状況を概観した。
以上の全資料の構成を纏めて示したのが、
「PJ 磁気メディア関連特許の相関図」である。
（１）全般
別表、
「PJ 磁気メディア特許リスト」（被引用数順に列挙）参照。
超先端電子技術開発促進事業（以下 PJ と略称）関連で出願された特許（以下「第１階層」
特許という）のうち、磁気メディア関連特許は 40 件である。この 40 件を引用した特許群
は「第 2 階層」となる。第 1 階層の被引用数 4 位までの特許を引用した第 2 階層特許のう
ち、被引用数が最多の特許の出願人を太字斜体で示した。
この 40 特許の出願人は日立（35 件）と富士通（5 件）だけであり、東芝からの出願は第
1 階層ではない（第 2 階層以下では出願されている）。被引用数順位ではトップ 12 位まで
を日立が占めている。2 社の総被引用数は 166 件、そのうち日立が 35 特許で 155 件、富士
通が 5 特許で 11 件と、ほとんど日立一色という状況である。
今回調査範囲に限って言えば、被引用特許群を含めても、下記の通り、出願者は多くな
い。
国内：日立（日立製作所、日立グローバルストレージテクノロジーズ）、東芝＋昭和電工、
東芝、富士通（→東芝）
、HOYA、富士電機（富士電機デバイステクノロジー）
国外：SEAGATE、MAXTOR（→SEAGATE）
、WESTERN DIGITAL、SAMSUNG、IMATION、KOMAG、IBM
（→日立）
参考データとして、
特許庁による調査
（「平成 18 年度 特許出願技術動向調査報告書 高
記録密度ハードディスク装置」平成 19 年 5 月、調査範囲：1999〜2006 年出願）を見ると、
磁気ディスクの出願件数上位 5 出願人（出願先国：日本）は、日立（252 件）、富士通（221
件）
、富士電機デバイステクノロジー（183 件）
、HOYA（183 件）
、東芝（157 件）であり、
一方、登録件数上位 5 出願人（出願先国：米国）は、SEAGATE（108 件）
、日立（75 件）、富
士通（34 件）
、富士電機（29 件）
、IBM826 件）となっている。（昭和電工は出てこない。）
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一方、同調査の磁気ディスクに関する米国発行論文数（1999 年〜2006 年）を見ると、
SEAGATE が圧倒的に多い（61 件。日本勢は日立のみ、38 件で 2 位）が、2001,2002 年以降
になると同社の論文数は急減少しており、対照的に日立の件数は、1 年ごとに凹凸はある
ものの平均して上昇している。これはこの時期以降、SEAGATE が自社技術を一切開示しな
い方針に変えたからという（ただし、最近はまた少しずつ増えてきたとのこと）
。
（２）注目特許
PJ 磁気メディア特許中引用された件数（被引用件数）が最も多かったのは日立の日本登
録特許第 3011918 号、第 3030279 号、US6183893 の 3 件から成る特許ファミリー（図中の
①）で、被引用回数は 37 回である（特許ファミリー数でカウント。データベース検索〈フ
ァミリー集約前〉では 44 件であるが、ファミリー内の個々の特許も数えるので多重カウン
トを含むことになる。ファミリー集約前の数値をリストの表蘭内最下端に示した）。中でも
請求範囲が前二者を足し合わせた内容となっている US6183893 に対する引用数が 32 件と最
も多い。
内容は、垂直磁気記録媒体の基本的な積層構造を示したものであり、下地層 2 層＋垂直
磁化膜 2 層＋保護膜の基本構造に、磁化膜間の非磁性中間層、上層磁化膜表面の金属薄膜
及び各部の仕様等のバリエーションを付加した内容となっている。
富士電機、SEAGATE、東芝・昭和電工、富士通からの被引用が多い。因みに、前二者の出
願は 1998 年、公開は第 3011918 号が 1999 年、第 3030279 号が 2000 年、US6183893 は 1999
年の出願、広報発行が 2001 年である。
1995 年から 2000 年にわたる磁気ディスク開発プロジェクトの前半は、磁気記録層の研
究が主体で、後半で、実用化（記録磁束の効率的な収束及び再生信号磁界の向上）検証を
目的として、記録層の下層に軟磁性膜による裏打ち層を設ける二層媒体の研究を行い、Co
系垂直記録層に微結晶 Fe‑Ta‑C 軟磁性層を設ける低ノイズ 2 層媒体構成を発案（PJ 特許リ
スト中被引用数 5 位の第 3665261 号特許）、
本構造の媒体開発成功により、当初目標 40Gb/in2
を超える 52.6Gb/in2 の世界記録を達成している（日立＋東北大学）。
プロジェクト前半の成果を反映していると思われるこのころに出願された特許群の中で
特に引用アクセスが多いということは、当時、それだけ各社にとって注目すべき、あるい
は無視できない基本的な媒体層構造に関わる注目特許であったから、と考えられる。
ただ、
垂直記録層を 2 層にした点は先進的だったが、垂直記録上層の方が下層より磁気異方性エ
ネルギー（Ku）が大きいという指定が限定し過ぎの結果となり、現在主流のキャップ媒体
（磁性層を 2 層積層した媒体）を抑えることができないという。
対照的に、被引用数 2 位（被引用数 27）の第 3731640 号（図中の②）
（US7399540: AFC‑SUL
〈反強磁性結合軟磁性下地層〉構造）は、実際に活用されている点で、PJ 特許群の中では
重要特許と言える。
基本的には、被引用数が多い特許は実際に重要特許である可能性が高いと考えられるが、
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引用する理由は様々であり（いずれにせよ無視できない要注意特許ではある）、引用回数が
多いということが、実際に活用されているという意味で重要ということにはならないケー
スも多い。研究着手時期が早く、被引用数が多くても、実用化までの時間が長いと、その
間他社は先行特許を逃れるあらゆる特許表現を駆使するため、それを予想して網羅的な限
定を加えることにより、結果的に特許として請求範囲、権利化範囲が狭くなり、実際の活
用という観点では問題の多い特許になっている実例は非常に多いという。これは特許記述
の文言上の問題でもあり、被引用回数と実際の重要度が正比例の関係にある論文の場合と
は異なる事情である。
垂直磁気記録の基本特許は、1970 年代の岩崎教授（東北大学）によるものであり、有効
期限は切れている。
その後は、
これを取れば他者を抑えられるという基本的な特許は無い。
1980 年から 1985 年頃にかけて磁気記録に関する研究のピークがあり、重要な特許も多く
出願された。その後各社が撤退（日立は研究機能を残した）、いわゆる「死の谷」と言われ
る停滞期間を経て、ASET の頃に研究が復活した。ただし、上記のように、比較的基本的な
特許は ASET 以前に出願されているものが多い。例えば、磁気メディアの PJ 特許の最多被
引用特許（日立の日本登録特許第 3011918 号、第 3030279 号、US6183893 の 3 件から成る
特許ファミリー①）が引用している先行特許は昭和 57、58、60 年に出願されたものである
（別図「磁気メディア多被引用数トップ３の PJ 特許が引用した特許」参照）
。
3 位の第 3075712 号＋第 3157806 号（ファミリー）
（図中の③）は、高密度化及び熱揺ら
ぎ特性向上を、4 位の第 3652976 号（図中の④）は特に 50Gb/in2 以上の記録密度を、それ
ぞれ目的とした積層構造、各層の組成等を示した内容となっている。
一方、その後実際に活用されている、或いは、活用される可能性が高いと言う意味で注
目される特許として、軟磁性下地層に関する日本特許第 3731640 号（②）
（PJ 特許リスト
中、被引用数 2 位。前述）及び第 3350512 号（PJ 特許リスト中、被引用数 9 位）
、記録層
に関する日本特許第 3686929 号（PJ 特許リスト中、被引用数 8 位）及び第 3921052 号（PJ
特許リストから漏れている）
、中間層に関する日本特許第 3652976 号（④）
（PJ 特許リスト
中、被引用数 4 位）等が挙げられる。
（３）注目特許の被引用状況
別図「PJ 磁気メディア関連引用特許関連図」を参照。
磁気メディア特許中、最も多く引用された、日本登録特許第 3011918 号、第 3030279 号、
US6183893 の 3 件から成る日立特許ファミリー（①）を引用した特許 40 件（第 2 階層）を
出願年毎にグループ化し、各社が何年頃引用しているかを見た図である。
先ず、IBM、SEAGATE が早い時期に引用･出願しているのが目に付く。
IBM はこの図にある 2 件だけが引用しているが、この 2 件のうちの US6468670 は、この
図にあるすべての特許の中で最も多く（24 件）引用されており、第 2 階層では最多被引用
用特許ということになっている。内容は、CoCr グラニュラー下層に、Co/Pt or Pd 人工格
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子を積層した、いわゆる CGC(Coupled Granular and Continuous)媒体である。出願時期が
2000 年 1 月と早く、中間層の厚みでグラニュラー層と人工格子の交換結合も制御されるの
でかなり強力な先願特許と言えよう。
SEAGATE は今回の調査で見る限り、他社特許を引用する回数が比較的多く、被引用数上
位各社を引用している回数では必ず上〜中位に名前が出てくる。一方 SEAGATE 特許が他社
から引用される被引用数はあまり多くなく、各階層で 7 位止まりとなっている。引用数は
多いが被引用数は比較的少ないという傾向が見られる。
年次別の出願数は、2002 年、2003 年がピークで、中でも富士電機の出願が多いことが目
立つ。同社は、直磁気記録方式 HDD を、2006 年 6 月から本格的に量産開始、2007 年 7 月、
垂直磁気記録媒体に改良を加えた ECC (Exchange‑Coupled Composite)媒体を製品化、出荷
を開始している。
引用特許の出願状況は、2002 年、2003 年のピーク後、2004 年以降下降している。
2007 年位以降は、ポスト PJ となり各社独自の展開になっているものと考えられる。ただ
し、2007、2008 年出願の特許がまだ引用している例（図中、HOYA と HERAEUS INC）もある。
（４）第 2 階層以下の展開
別図「PJ 磁気メディア関連特許引用展開図」参照。
PJ 特許を第 1 階層（スタートライン）として、引用・被引用を繰り返しながら関連特許
群が、時系列的に展開増殖していく様子を俯瞰した図である。
第 1 階層での被引用数トップ 4 特許を引用している第 2 階層の特許群中、
第 1 階層の 1、
2、3、4 位（図中の①、②、③、④。いずれも日立）それぞれのグループ内での被引用数
トップ 3（第 1 階層 1 位〈①〉グループでは IBM、富士電機、富士電機。2 位〈②〉グルー
プでは日立、日立、SEAGATE。
・・・）を図中の第 2 階層に、続いて第 2 階層を引用してい
る第 3 階層の特許群中、それぞれのグループ内での被引用数トップ 3（第 2 階層の IBM の
グループでは昭和電工・東芝、東芝、日立）を図中の第 3 階層に、第 4 階層では、第 3 階
層の 1 例（昭和電工・東芝）についてのみ被引用数トップ 4 位まで示した。
前出の「磁気メディア引用特許関連図」で 2002 年頃、富士電機による第 1 階層での引用
が多いことが目立ったが、この図でも第 2、第 3 階層での同社による引用・被引用が非常
に活発であることが窺える。前述のように同社の第 2 階層特許群では 2002 年の出願が多い
ことから、これ以降、2006 年の量産開始に向けて積極的に特許戦略を進めたと想像される。
また、PJ には参加しなかった立場で、PJ の成果を最大限活用している好例とも言える。昭
和電工や SEAGATE についても同じことが言えよう。即ち、後発組が PJ 成果を大いに活用し
ていることを物語る証左と言えよう。
第１階層では日立の出願数が圧倒的に多いが、第 2 階層以降では、同社名は、自社及び
他社を引用する場合にしかこの図には登場しないので、同社からのトータルの出願数とは
関係なく、ここでは件数は比較的には減っているが、他社に比べればまだ多い。
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（５）PJ 特許が引用した特許群
別図「PJ 磁気メディア関連被引用数トップ３の PJ 特許が引用した特許」参照。
ここでは、
PJ 特許群が引用した先行特許群を概観した。
被引用数トップ 3 の PJ 特許
（①、
②、③）それぞれが引用した先行特許群のうち、被引用数の多い順に 3 位までの特許を図
示した。
当然のことながら、特許の権利化請求の範囲･レベルは、当初の発明から、基本的な実用
化レベルを経て、製造方法とか、改良･改善、機能･性能の向上、差別化或いは先行特許と
の抵触回避といったより詳細･精緻なレベルに移って行くものと予想される。今回調査の限
られた把握範囲では、例えば、PJ 特許被引用数トップの日立特許が引用している昭和 50
年代後半から 60 年にかけての特許がかなり基礎的な層構造に関わるものといった傾向は
言えるが、より具体的な証左の指摘は難しい。
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被注目特許（被引用数１−６位）
引
用
数
順
位
1

被引用特許公号
出願人
発明の名称
出願日
第3011918 号
(登録）
日立
垂直磁気記録媒体及び
磁気記憶装置
1998.04.06

被
引
用
回
数
37

自
社
特
許
数
3

第3030279 号
(登録）
日立
磁気記録媒体及び磁気
記録再生装置
1998.06.15
US6183893
日立
Perpendicular
magnetic recording
medium and
magnetic storage
apparatus using the
same
1999.04.05

44
21 8
2 第3731640 号
(登録）
日立
垂直磁気記録媒体及び
磁気記憶装置
1999.11.26

27

他
社
特 引用した特許の出願人
概要
許
数
34 富士電機 (8)
特許3011918 【要約】
SEAGATE
下地層を六方稠密構造もしくは非晶
TECHNOLOGY (7)
質構造を持つ材料からなり基板と接
する第１下地層と、六方稠密構造を
東芝・昭和電工 (4)
持ち優先成長方位が０００１］であっ
富士通 (4)
てその上に形成される垂直磁化膜
日立グループ (3)
と整合成長し得る材料からなる第２
IMATION (3)
下地層の２層構造とし、Co 合金多結
IBM (2)
晶膜からなる垂直磁化膜を下層垂
MAXTOR (1)
CARNEGIE MELLON大 直磁化膜と上層垂直磁化膜との２
層構造とする。上層垂直磁化膜は
(1)
下層垂直磁化膜より非磁性元素の
東芝 (1)
総添加元素濃度を低く、かつ飽和
HOYAグループ (1)
磁化（Ｍｓ）及び磁気異方性エネル
HERAELUS (1)
ギー（Ｋｕ）を大きくする。垂直磁化
(1)
昭和電工
膜の総厚は5nm 以上70nm 以下とし、
上層垂直磁化膜の表面側で測定し
た結晶粒の平均粒径を5nm 以上15
nm 以下とする。
特許3030279 【要約】
【課題】 リング型磁気記録ヘッドと
垂直磁気異方性を有する磁気記録
媒体を組み合わせた磁気記録再生
系において、熱揺らぎに対する安定
性を向上させる。
【解決手段】磁気記録媒体となる磁性薄膜
の表面に、面内保磁力が100Oe 以上の極
薄の面内磁化容易膜を設ける。
US6183893=特許3011918+特許3030279

ファミリー集約前
13 日立( 8)
SEAGATE(3)
東芝・昭和電工(3)
MAXTOR(2)
信越化学(1)
パイオニア(1)
KOMAG(1)
富士写真フィルム(1)
科学技術振興機構(1)

ファミリー集約前

【注記】当時、基本的な媒体層構造に関わる要注目特許であったと考え
られる。ただし、Ku の記述が限定しすぎで、結果として権利範囲が狭く
なった。現在主流のキャップ媒体を抑えることができないという。経時的な状況変
化の予測・対応の難しさを示す例と言えよう。
【要約】
２層垂直媒体の裏打磁性膜を２層
以上の多層化とし、垂直磁化を保
持するキーパー層１７と記録ヘッド
の記録効率を上げるための層１３，
１５に機能分離する。さらにキーパ
ー層以外の軟磁性膜磁化方向を
ディスクの周方向に規定すること
により、ノイズの発生を低減する。
【注記】AFC-SUL （反強磁性結合軟磁性下地層）構造。
実際に活用されており、本リスト中、最重要特許と言えよう。
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被引用特許公号
No. 出願人
発明の名称
出願日
3 第3075712 号
(登録）
日立
磁気記録媒体
1998.10.09

被
引
用
回
数
12

第3157806 号
(登録）
日立
磁気記録媒体
1999.02.24

4 第3652976 号
(登録）
日立
PERPENDICULAR
MAGNETIC
RECORDING
MEDIUM AND
MAGNETIC
STORAGE DEVICE
USING THIS
2000.09.28

自
社
特
許
数
3

他
社
特 引用した特許の出願人
許
数
9 SEAGATE(4)
日立 (3)
信越化学(1)
KOMAG(1)
富士通(1)
SAMSUNG(1)
富士電機(1)

19

ファミリー集約前

16

1 15 富士電機 (4)
SEAGATE(4)
IMATION(2)
日立(1)
東芝・昭和電工(1)
信越化学(1)
富士通(1)
WESTERN DIGITAL(1)
HOYA(1)

19

ファミリー集約前

5 第3665261 号
12
(登録）
日立
垂直磁気記録媒体及び
磁気記憶装置
2000.09.01

概要

特許3075712 【要約】
【課題】 高密度磁気記録に適するように改良
された磁気記録媒体を提供する。
【解決手段】Ｃｏ合金系の磁性膜の下層に設
ける下地層１２，１３を多層化し、とくに磁性膜
１４と接して設けられる上層下地層１３として
六法稠密構造を持つＣｏ−Ｒｕｘ−Ｃｒｙ（５ａｔ％
≦ｘ≦６５ａｔ％，３５ａｔ％≧ｙ≧０ａｔ％）の合金
材料を用いることにより、磁気記録媒体の高
保磁力化と耐熱揺らぎ特性の改善を図り、
１０Ｇｂ／ｉｎ2以上の高密度磁気記録で必要
な特性を持った磁気記録媒体を実現する。
特許3157806 【要約】
【課題】耐熱揺らぎ特性を向上させることに
よって１０Ｇｂ／ｉｎ2 以上の高密度記録で実用
に供し得る新規の磁気記録媒体を提供する。
【解決手段】Ｃo 合金磁性膜と接する下地膜
をｈｃｐ構造を持つＣo-Ｃrx-Ｍy合金膜で形成
し、Ｃr＋非磁性元素Ｍの添加濃度を２５at%≦
ｘ＋ｙ≦５０at% とすると共にＭの添加量を０．５
at% ≦ｙとし、更にＭをＢ，Ｓi，Ｇe ，Ｃ，Ａ l，Ｐ，Ｔi，
Ｖ，Ｎb ，Ｚr，Ｈf，Ｍn ，Ｒh ，Ｏ s ，Ｉr，Ｒe ，Ｐ d ，Ｐ t，Ｍo ，Ｔa ，Ｗ，Ａ g ，Ａ uのいずれか
とする。別の手段は、磁性膜の中間に上記と同様の組成の極薄のＣo-Ｃrx-Ｍy合
金膜を導入する。
【要約】
【課題】 1 平方インチあたり50 ギガビット以上の
超高密度記録が可能な大容量の磁気記憶装置
を提供する。
【解決手段】 非磁性中間層12 、磁気記録層14
を順次形成する垂直磁気記録媒体において、
非磁性中間層を面心立方構造を有しPtを除く
非磁性元素を含有する層、具体的にはAl，Cu ，
Rh ，Pd ，Ag，Ir，Au の群から選ばれる少なくと
も一種の元素を主たる成分とし、面心立方
（f.c.c.）構造を有する膜で構成し、磁気記録層
は少なくとも CoとCrとPtとを含有し、六方稠密
（h.c.p.）構造を有する膜で構成する。非磁性中
間層12と磁気記録層14 の間に非磁性h.c.p.中
間層13を設けると、より好ましい。
【注記】中間層に関する。活用度が高い注目特許。
要約】
【課題】 １平方インチあたり50 ギガビット以上の記
録密度で高い媒体S/Nを有する二層垂直磁気記
録媒体と、エラーレートの低い、信頼性に優れた
磁気記憶装置を提供する。
【解決手段】 基板１１上に軟磁性下地層１２、中
間層１３、垂直記録層１４を順次積層してなる垂
直磁気記録媒体において、中間層１３をNi を主
成分とし、Zrを含有する非磁性の非晶質合金と
し、かつ、軟磁性下地層１２を熱処理により析出
した強磁性微結晶により構成する。

【注記】Co 系垂直磁気記録層にFe-Ta-C軟磁性層を設ける低ノイズ 2 層ｊ媒体構成
2
→52.6Gb/in 達成。
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ファミリー集約前
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被引用特許公号
No. 出願人
発明の名称
出願日
6 第2991672 号
(登録）
磁気記録媒体
日立
1997.05.30

被
引
用
回
数
10

自
社
特
許
数

他
社
特
許
数

ファミリー集約前

10
被引用数７位以下
引
用
数
特許公号
順
位
7 3220116

引用した特許の出願人

被引用数

6
6

概要

【要約】
【課題】 高密度磁気記録に適する磁気記
録媒体を提供する。
【解決手段】 非磁性基板１０１上に少なく
とも２層の下地膜１０２，１０３を介してｈｃｐ
構造の磁性膜１０４を形成する。磁性膜は
Ｃｏを主成分とし、少なくとも１種類の非磁
性元素を含む合金からなる多結晶膜であ
り、多結晶の平均粒径が５ｎｍ以上１５ｎｍ
以下で、結晶粒界に少なくとも２５ａｔ％の
非磁性元素の偏析層を含む。磁性膜１０４
に接する第１の下地膜１０３はｈｃｐ結晶構
造を持つ非磁性もしくは磁化の大きさが
１００ｅｍｕ／ｃｃ以下の弱磁性膜であり、
第２の下地膜１０２はｂｃｃ構造、ＮａＣｌ型
結晶構造のいずれかであり、第２下地膜
の優先配向方位は＜１００＞又は＜２１１＞
である。

出願人

発明の名称

日立

垂直磁気記録媒体および磁気記憶装置
垂直磁気記録媒体及び磁気記録再生装置
3686929
日立
【注記】記録層に関する。広い記録密度領域において信号対雑音比(S/N)、
耐熱揺らぎ特性に優れ、製造も容易。活用度の高い注目特許。
8
6
垂直磁気記録媒体及び磁気記録再生装置
3350512
日立
【注記】軟磁性下地層に関する。裏打磁性層を強磁性層／非磁性層／強磁性層
9
の3層構成、両強磁性層同士を反強磁性結合。活用度の高い注目特許。
5
日立
10 2993927
垂直磁気記録媒体及び磁気記憶装置
5
日立
11 3041273
垂直磁気記録媒体及びそれを用いた磁気記録再生装置
4
日立
12 2991689
垂直磁気記録媒体及びそれを用いた磁気記録再生装置
4
富士通
13 特開2000-105916
磁気記録媒体及びその製造方法
4
日立
14 3648450
垂直磁気記録媒体および磁気記憶装置
3
富士通
15 特開2000-276729
磁気記憶媒体
3
富士通
磁気記録媒体
16 特開2001-351217
2
日立
17 3138255
磁気記録媒体及び磁気記憶装置
2
日立
18 3138453
垂直磁気記録媒体及びそれを用いた磁気記憶装置
1
富士通
超高密度磁気記録媒体及び製法
19 特開10-92640
1
日立
20 3217296
磁気ディスク装置及び磁気ディスク
1
日立
21 2918200
情報記録媒体及びそれを用いた情報記憶装置
1
日立
22 3136133
磁気記録媒体
1
日立
23 3285558
垂直磁気記録媒体及び磁気記憶装置
1
日立
24 3445537
垂直磁気記録媒体及び磁気記憶装置
1
富士通
25 特開2002-025039
磁気記録媒体、磁気記録媒体製造方法、および情報再生装置
1
日立
26 特開2002-074639
垂直磁気記録媒体及び磁気記憶装置
0
日立
27 2928491
磁気記録媒体及びそれを用いた磁気記憶装置
0
日立
28 2888815
磁性メモリ
0
日立
29 2967070
垂直磁気記録媒体および磁気記録装置
0
日立
30 2991688
磁気記録媒体及び磁気記録再生装置
0
日立
31 2996940
磁性メモリ
0
日立
32 2967980
磁性メモリ
0
日立
33 3016556
磁気記憶装置及び磁気記録媒体の製造方法
0
日立
34 3308239
垂直磁気記録媒体及び磁気記録再生装置
0
日立
35 3697469
垂直磁気記録媒体及びそれを用いた磁気記憶装置
0
日立
36 3340420
垂直磁気記録媒体及び磁気記憶装置
0
日立
37 3643536
垂直磁気記録媒体及び磁気記憶装置
0
日立
38 3488710
垂直磁気記録媒体及び磁気記憶装置
0
日立
39 特開2004-047107
垂直磁気記録媒体の製造方法
0
日立
40 特開2004-342313
垂直磁気記録媒体検査方法及び装置
（上記リストから漏れたと思われる特許。今回の引用･被引用分析の対象外）
41 特開2002-230735
日立
垂直磁気記録媒体及び磁気記録装置
【注記】記録層に関する。低ノイズ特性、記録磁化安定性に優れ、超高密度磁気記
録に好適。活用度の高い注目特許。
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PJ 磁気メディア関連特許の相関図
PJ特許（40件）(*1)
PJ特許が引用した先願特許(*4)

最多被引用PJ特許を引用した特許(*2)
第２階層以降の展開(*3)

被引用数
《先願階層》

《PJ特許》

日立
31
昭60-214417
ソニー
11
昭58-141435
日立
昭58-77025

11

日立
昭60-64413

11

日立
昭57-109127

7

《第２階層》

日立 ① 44
平11-296833
2000-003509
US6183893

昭和電工・東芝 22
2002-358618

富士電機
19
2003-077113

東芝
2002-042318 19
2002-092843

富士電機
18
2003-077122

日立 ③
2000-113445 19
2000-251237

日立
27
2001-155322

日立 ④ 19
2002-109720

日立
US6835475

日立
102
2001-148110

27

SEAGATE
TECHNOLOGY 26
US6818330

松下電器
昭60-125919 41
昭60-140525

日立
2002-117531 19
2002-183941

日立
27
2001-155322
以下36特許
UNIV
CARNEGIE
MELLON
US5693426
US5800931

26

IBM
US6468670

日立 ② 27
2001-155322

《第３階層》

112

17

信越化学
2004-146032
2004-146033

7

富士電機
18
2003-077122

日立
US6403203

66

富士電機
13
2003-178413

日立
平4-321919

9

富士電機
12
2003-178412

日立
平7-334832

富士電機
18
2003-077122
富士電機
13
2003-178413
富士電機
12
2003-178412
富士電機
2003-178413

日立
US6596409
US6599642

日立
84
平07-176027

UNIV
CARNEGIE
MELLON
US6248416

日立
2002-260219
2002-260220 18
2003296923
2004-006023

《第４階層》
日立
US6835475

27

日立
2002-342909

7

日立
2001-331920

6

富士通
2002-312918

6

58

40

富士通
2001-143250 29
2002-304722

【注記】
１．枠外矢印線上の数字はその特許が引用された回数（被引用数）を示す。
２．矢印の左側（上流側）の特許（被引用特許）が右側（下流側）の特許（引用
特許）に引用されたことを示す。
３．参照図：
*1 →「PJ磁気メディア特許リスト」参照
*2→「PJ磁気メディア引用特許関連図」参照
*3→「PJ磁気メディア特許引用展開図」参照
*4→「PJ磁気メディア特許被引用数トップ３のPJ特許が引用した特許」
４．各特許とも、US、EP、WOその他各国への出願を含むパテントファミリー
を形成しているが、各特許番号は、原則として時期情報の入った日本の
公開公報番号に統一して示した。
５．引用数トップ４のPJ特許には、各資料共通の番号①〜④を付けた。

【コメント】（【注記】にある、他のリスト・図も併せて参照されたい。）
１．PJ特許群を始め、全般的に日立
が多く、同社が主導的なポジションにあることをうかがわせる。
２．PJメンバーである東芝（＋昭和電工）
、富士通
は少ない。
３．PJメンバーではない富士電機
による引用が目立つ。同社の事業化を控えたこの時期の積極的な動きが想像される。PJ
の成果が最大限に活用されている好例と言えよう。
４．外国勢
は多くはないが、CARNEGIE MELLON 大学の被引用数が多いのが目立つ。
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US6183893
Perpendicular
magnetic
recording
medium and
magnetic
storage
apparatus using
the same

第3030279号
磁気記録媒体
及び磁気記録
再生装置

第3011918号
垂直磁気記録
媒体及び磁気
記憶装置

日立 ①

1998出願

1999

US6710985
Magnetoresistive
film
magnetoresistive
head and
information
regeneration
apparatus

富士通

US6383598
Patterned
magnetic
recording media
with regions
rendered
nonmagnetic by
ion irradiation

US6995950
Transverse biased
shields for
perpendicular
recording to
reduce stray field
sensitivity

MAXTOR

US6777066
Perpendicular
magnetic
recording media
with improved
interlayer

US6753072
Multilayer-based
magnetic media
with hard
ferromagnetic
anti-ferromagnetic
and soft
ferromagnetic
layers

US6524724
Control of
magnetic film
grain structure by
modifying Ni-P
plating of the
substrate

US6921585
Perpendicular
magnetic recording
media with an
amorphous underlayer
US6986954
Perpendicular
magnetic recording
media

IMATION CORP

US6849349
Magnetic films having
magnetic and nonmagnetic regions and
method of producing
such films by ion
irradiation

東芝

US6953629
NiCr and NiFeCr
seed layers for
perpendicular
magnetic recording
media

IMATION CORP

US6720075
Magnetic recording
medium and magnetic
recording medium
driver for the medium

富士通

US6884519
Magnetic
recording medium
method of
manufacture
therefor and
magnetic
read/write
apparatus
US6747830
Perpendicular
magnetic
recording/reading
apparatus

US6706318
Perpendicular
magnetic recording
medium and
manufacturing
method therefor

US6884520
Perpendicular
US7147942
magnetic
Perpendicular
recording
magnetic recording
medium and
medium and method
method of
of manufacturing
manufacturing
the same and
the same and
product thereof
product
thereof

東芝･昭和電工

SG108866
Magnetic
recording
medium and
method of
manufacturing
the same

US7067206
Perpendicular
magnetic
recording
medium and a
method of
manufacturing
the same

UNIV CARNEGIE
MELLON

US6627255
Magnetic recording
media and
magnetic storage
device

US7068462
Magnetic recording
apparatus
*1

日立

US6913837
Perpendicular
magnetic
recording
medium and
fabrication
method thereof

US6794028
Perpendicular
magnetic
recording
medium and a
method of
manufacturing
the same

富士電機

SEAGATE
TECHNOLOGY

IBM

US6468670
Magnetic
recording disk
with compos ite
perpendicular
recording layer

2002出願

2001出願

2000出願

PJ 磁気メディア関連引用特許関連図(第２階層）

US7183011
Magnetic
recording medium

富士電機

WO04097809
Magnetic recording
medium magnetic
storage apparatus and
method of producing
magnetic recording
medium

WO04070710
MAGNETIC
RECORDING MEDIUM
AND MAGNETIC
STORAGE
APPARATUS

富士通

US6881497
̀Thermal Spring'
magnetic recording
media for writing using
magnetic and thermal
gradients

日立

US7158346
Heat assisted
magnetic recording
film including
superparamagnetic
nanoparticles
dispersed in an
antiferromagnetic
or ferrimagnetic
matrix

US6881503
Perpendicular
magnetic recording
media with
laminated magnetic
layer structure

SEAGATE
TECHNOLOGY

2003出願

US7289298
Perpendicular
magnetic
recording medium
method for
manufacturing the
same and
magnetic
recording/reprodu
cing apparatus

US7166376
Magnetic
recording medium
and magnetic
recording/reprodu
cing apparatus

US7141316
Perpendicular
magnetic
recording medium
and magnetic
recording/reprodu
cing apparatus

東芝･昭和電工

US7247396
Highly oriented
perpendicular
magnetic
recording media

US7211340
Thin film
structures
providing strong
basal plane
growth orientation
and magnetic
recording media
comprising same

SEAGATE
TECHNOLOGY

2004出願

WO06046732
Perpendicular
magnetic
recording
medium
production
process
thereof and
magnetic
recording and
reproducing
apparatus

昭和電工

US7092181
Magnetic
recording
apparatus
*1

日立

2005 出願

WO07114401
VERTICAL
MAGNETIC
RECORDING
DISK AND
METHOD FOR
MANUFACTUR
ING THE SAME

HOYA

2007 出願

*1: パテントファミリー

2006

US2008166255
HIGH DENSITY LOW
OXYGEN RE AND REBASED
CONSOLIDATED
POWDER MATERIALS
FOR USE AS
DEPOSITION
SOURCES and
METHODS OF
MAKING SAME;

HERAEUS INC

2008出願
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（被引
用数）
44

US7067206
Perpendicular
magnetic recording
medium and a
method of
manufacturing the
same

富士電機

US6794028
Perpendicular
magnetic recording
medium and a
method of
manufacturing the
same

富士電機

US6468670
Magnetic recording
disk with composite
perpendicular
recording layer

IBM

第2階層

41
(被引用数順位4位以下の引用特許数）

US6183893
Perpendicular magnetic
recording medium and
magnetic storage apparatus
using the same

JP3030279
磁気記録媒体及び磁気記録
再生装置

JP3011918
垂直磁気記録媒体及び磁気
記憶装置

日立 ①

第1階層（PJ特許）

PJ 磁気メディア関連特許引用展開図

18

16

19

23

26

15

18

19

22

US7183011
Magnetic recording medium

富士電機

US6884520
Perpendicular magnetic recording medium
and method of manuifacturing the same
and product thereof

富士電機

18

US6835444
Perpendicular magnetic
recording medium and
magnetic storage apparatus

富士通

JP3350512
垂直磁気記録媒体及び磁気記
録再生装置

日立

JP3653007
垂直磁気記録媒体と
その製造方法
および磁気記憶装置

日立

US6835475
Dual-layer perpendicular
magnetic recording media with
laminated underlayer formed
with antiferromagnetically
coupled films

日立

第4階層

6

12 （被引用数＝この特許を引用した特許数）

13
US7147942
Perpendicular magnetic recording medium
and method of manuifacturing the same
and product thereof

富士電機

18
US7067206
Perpendicular magnetic recording medium
and a method of manuifacturing the same

富士電機

JP3451079, JP3472291
JP3507831, JP3548171
磁気記録媒体及びその製造方法並びに磁
気記憶装置

日立

US6713197
Perpendicular magnetic recording medium
and magnetic recording apparatus

東芝

US7166375
磁気記録媒体、その製造方法および磁気記
録再生装置

昭和電工・東芝

第3階層

6

6

7

27

36
(上記4件以外
のPJ特許数）

JP3652976
垂直磁気記録媒体及
びこれを用いた磁気
記憶装置

日立 ④

JP3075712
JP3157806
磁気記録媒体

日立 ③

JP3731640
垂直磁気記録媒体
及び磁気記憶装置

日立 ②

第1階層(続き）

16

19

16

19

24

27

JP4019703
垂直磁気記録媒体およびその製造方法

富士電機

US7147942
Perpendicular magnetic recording medium
and method of manuifacturing the same
and product thereof

富士電機

US7067206
Perpendicular magnetic recording medium
and a method of manuifacturing the same

富士電機

US7238384
Substrate for perpendicular magnetic
recording hard disk medium and method
for producing the same

信越化学

US6596409, US6599642
Onset layer for thin film disk with
CoPtCrB alloy

日立

US6623874
US7005202
Magnetic recording medium and magnetic
recording apparatus

日立

US6818330
Perpendicular recording medium with
antiferromagnetic exchange coupling soft
magnetic underlayer

SEAGATE TECHNOLOGY

US6835475
Dual-layer perpendicular magnetic
recording media with laminated underlayer
formed with antiferromagnetically coupled
films

日立

JP3731640
垂直磁気記録媒体及び磁気記憶装置

日立

第2階層

12

13

18

7

17

19

26

27

27

PJ 磁気メディア関連被引用数トップ３の PJ 特許が引用した特許
被引用特許

第1階層
被引用数

日立
特開昭58-77025
磁気記録媒体の製造方法
（Co-Cr磁性層の下地としてTi膜を形成）
ソニー
特開昭58-141435
垂直磁化記録媒体
（Co-Cr磁性層の下地としてTi膜を形成）
日立
特開昭60-214417
垂直磁気記録媒体
（下地層としてＧｅ、Ｓｉ材料を用いる）
日立
特開昭60-64413
垂直磁気記録媒体
（CoO、NiO等の酸化物下地層材料）

日立
11

JP3011918
垂直磁気記録媒体及び磁気記
憶装置
JP3030279
磁気記録媒体及び磁気記録再
生装置

11

US6183893
Perpendicular magnetic
recording medium and
magnetic storage apparatus
using the same

31

11
日立

日立
特開昭57-109127
磁気記録媒体
Co-Cr系磁性層を構成している柱状結晶の表面
にＣｒが偏析

日立
JP3731640(公開2001-155322)
垂直磁気記録媒体及び磁気記憶装置

②

JP3731640
垂直磁気記録媒体
及び磁気記憶装置

7

日立
JP3497458(公開2001-148110)
磁気記録媒体
102
JP3924532(公表2004-505397)
積層媒体内の個々の磁気層として反強磁性結
合を有する積層磁気記録媒体
松下電器
JP60125919
垂直磁気記録媒体
JP60140525
垂直記録用磁気記録媒体

①

日立

③

JP3075712
JP3157806
磁気記録媒体
被引用数同数３位
日立

41

④

JP3652976
垂直磁気記録媒体及びこれを
用いた磁気記憶装置

27

UNIV CARNEGIE MELLON
US5693426
Magnetic recording medium with B2 structured
underlayer and a cobalt-based magnetic layer
US5800931
112
Magnetic recording medium with a MgO
sputter deposited seed layer
日立
JP3612087(公開平07-176027)
磁気記録媒体及び磁気記録再生装置

58

UNIV CARNEGIE MELLON
US6248416
Highly oriented magnetic thin films, recording
media, transducers, devices made therefrom
and methods of making

40

日立
特開平７−３３４８３２
垂直磁気記録媒体及び磁気記録装置

84

日立
US6403203
66
MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND
MAGNETIC RECORDING APPARATUS USING
THE SAME

29

富士通
特開２００１−１４３２５０
磁気記録媒体及び磁気記憶装置
特開２００２−３０４７２２
垂直磁気記録媒体及びその製造方法並びに磁
気記憶装置

日立
特開平4-321919： 面内磁気記録媒体
Co合金磁性膜の結晶性改善のため、下地層／磁性
9
膜間に磁性膜と同じ結晶構造を持つ非磁性六方稠密
材料からなる新たな下地を追加
（被引用数トップ３ではないが公開公報に記載があるので追加）
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平成 20 年度経済産業省委託調査

参考資料３．
事業終了後のマネジメントに関する調査結果

平成２１年３月

株式会社旭リサーチセンター

１．調査の概要
(１)本調査の目的
平成１９年度に実施した「超先端電子技術開発促進事業の技術・産業・社会へのインパ
クトに関する調査」により、磁気記録、電子ビームマスク描画装置、ＡｒＦフォトマスク
材料のプロジェクトが、製品化等に大きく効果を上げていることが明らかになった。これ
らプロジェクトの成果の活用に至るまでのマネジメントについて調査を行い、マネジメン
トの観点から活用されるに至った要因を明らかにする。
(２)調査対象
磁気記録プロジェクト
電子ビームマスク描画装置プロジェクト
(３)調査方法
ヒアリング、文献分析、プレスリリース収集等
(４)調査期間
平成２０年１２月 〜 平成２１年３月
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２．磁気記録技術開発プロジェクト事業終了後のマネジメント
（１）背景
コンピュータ用の磁気ディスク装置(以下ＨＤＤ)技術は大量の情報を高速かつ安価に記
録する技術として不可欠の技術である。しかし１９９０年から１９９５年にかけてＨＤＤ
容量に関しては年率６０％の高密度化が進んだ時代であったが、日本は IEEE への発表論文
数も激減し、研究レベルも米国に遠く及ばない状態であった。小型ＨＤＤの世界シェアは
１９９６年当時で日本：８％、アメリカ８０％と圧倒的な差があり産官学共に大きな危機
感が生まれた。超先端電子技術開発促進事業(以下プロジェクト)開始時点で日本は米国
IBM には磁気ヘッドの性能で３年間の技術レベルの遅れがあったといわれ、この差に追い
つき追い越すことがプロジェクトの目標であった。
（２）技術目標
高密度記録媒体と磁気ヘッドがプロジェクトの主たる研究開発対象であり、磁気記録と
して記録密度：４０Gb/in2 を達成することを目標としていた。
（３）開発技術
ストレージ技術委員会で１９９９年３月技術ロードマップを策定し、主として媒体とヘ
ッド等に関するコア技術について各社適切に分担して研究・開発を進めた。
（４）成果
プロジェクト実施期間中の２０００年に日立が、垂直磁気記録方式で５２．５Gb/in2 の
記録密度を実証した。またプロジェクト開始時に ２．５型ＨＤＤの世界シェアは約４０％
であったが、プロジェクト終了時には６０％を獲得した。
プロジェクトの主要テーマであった、垂直磁気記録方式は、
世界に先駆けて製品化した。
２００５年の４月に東芝から記録容量４０ＧＢの垂直磁気記録ＨＤＤが出荷(１．８型)、
２００６年４月には日立から記録容量１６０ＧＢの垂直磁気記録ＨＤＤが出荷(２．５型)
された。３.５型を含む小型ＨＤＤの世界シェアは８％(１９９６年) →３３％(２００６
年)となった。
本プロジェクトは東北大の長年にわたる基礎的な研究結果を技術シーズとして最大限に
活用し、また人材育成、供給源としても貢献してもらい、政府資金を開発資金として産業
界の各社が協力し合って効率良く世界最高の技術を開発し、製品としても世界トップのも
のを生み出しビジネスとして成功させた好例である。
（５）プロジェクトのマネジメント
本プロジェクトは分散研方式をとり、各社のノウハウの流出を防ぐことになり、研究者
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のより活発な創意工夫を引き出したと思われる。また会社のプロジェクトに対するバック
アップ姿勢も強くなる効果がある。
分散研方式を取ったが室長会議２ヶ月毎、
技術委員会３ヶ月毎、研究報告会 年２回と、
情報交換を意識して密にし、競争・協調の精神、オープンな雰囲気、成果の共有を心がけ、
プロジェクトの運営がなされていた。
（６）日立、東芝特有のマネジメント
(i)日立
日立は磁気記録を世界的にリードして来た東北大と１９８０年から開始した２０年
以上に及ぶ産学連携をベースにしての信頼関係があった。
プロジェクトにより多くの技術確立がなされたことにより激しい技術開発が進む世
界で先行する米国企業に技術的に追いついて行けるだけの確信を持つに至り、ビジネ
ス的にはＩＢＭのＨＤＤ部門買収という大きな決断を遂行し得た。この経営的に極め
て大きなマネジメントによりＩＢＭの開発力、生産能力、販売網を手に入れた日立Ｇ
ＳＴが誕生した。
この買収により２．５型ＨＤＤの日立ＧＳＴのシェアは大きく向上し約５５％とな
り日立ＧＳＴは、業界の中でトップを争えるＨＤＤメ−カ−となった。
(ii)東芝
東芝は、他社に先駆け最初に垂直磁気記録のＨＤＤを実用化し、それを実際に自社
の音楽 player に組み込んだ。東芝は３．５型には進出せず、情報携帯機器向けとなる
２．５型と１．８型の大容量のＨＤＤに集中し、ＨＤＤメーカーとしての地位を築い
ていく戦略が窺える。
また使用環境の厳しい（温度、衝撃、振動）車載用では世界シェア８５％を占めて
いることもプロジェクトの成果によるものと思われる。
もうひとつの東芝の特徴として、日立、富士通と異なり垂直磁気記録ＨＤＤの主要
部品を外部から調達していることが挙げられる。メディアは昭和電工から、ヘッドは
ＴＤＫから購入している。東芝が垂直磁気記録ＨＤＤで貢献して来たことは両者の実
力が高かったことにもよるが、それ以上に東芝はディスク、ヘッドの研究・開発には
量産用装置と同じ機種で研究・開発するなど外部メ−カ−に丸投げでなく彼らに負け
ない様に研究・開発に注力してきたことが大きいとヒアリングで判った。東芝はＨＤ
Ｄのコアであるメディアとヘッドに関して、量産は外部リソースを活用して固定費を
下げ、組立、制御、評価、販売に集中してＨＤＤビジネスを進めている。尚、この研
究・開発段階では東芝も日立同様東北大との連携で多くの知見を得ている。
プロジェクト特許は出ていないが特許の引用分析を見ると東芝は単独、あるいは昭
和電工(東芝にメディアを供給)との連名で出願しており、またＴＤＫ(東芝にヘッドを
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供給)、
昭和電工も単独に出願しておりプロジェクトの成果を大いに利用している様子
が窺える。
３．電子ビーム描画技術開発プロジェクト事業終了後のマネジメント
（１）背景
半導体は絶えず微細化が進められて来た。この微細化を中心とする半導体技術開発に対
し政府は１９７６から１９７９年度までの４年間「超 LSI 技術開発プロジェクト」を実施
した。このプロジェクトはその後の日本の半導体の基礎を築いたといわれ、１９８０年代
から９０年代の初めまでの間、日本の半導体及びその製造装置は世界シェアの約５０％を
確保し世界をリードしていた。しかしＤＲＡＭ依存を強めていた半導体業界はＤＲＡＭの
供給過剰により市況が悪化し収益が圧迫され次第にその力を失った。
又その頃から政府の研究開発に対する関与に対し米国からの批判が強まり技術開発プロ
ジェクトは基礎研究を中心にするものに方向転換された。一方米国では８７年にＳＥＭＡ
ＴＥＣＨが設立され官民協力による半導体製造技術の高度化の為のプロジェクトがスター
トした。
結果として米国は復権を果たし９５年以来世界一の座を保っている。
同様に台湾、
韓国でも政府の支援を得て日本を追い上げ、日本は危機感を持った。
このような状況を受けて１９９５から２００１年度までの７年間の「超先端電子技術開
発促進事業」がスタートした。この事業は半導体、磁気記録、液晶の３分野が対象で、こ
のうち半導体は電子ビーム描画、X 線露光、ＡｒＦ露光、プラズマ計測、クリーニングに
関する技術開発がテーマである。その目標は各テーマで海外勢に追いつき追い越すことで
あった。
この追跡調査では半導体分野に関してはその後の微細化に大きく寄与した電子ビーム描
画技術に絞った。露光波長が紫外線の波長約４００nm より短くなり、次は電子ビーム描画
が本命と見られていたが、その開発には下記の問題があった。
①電子ビーム描画装置において当時リーデイングカンパニーであった米国 ＥｔｅｃＳ
ｙｓｔｅｍｓ社は高価格政策を維持していた為、厳しい価格競争に曝される半導体、マス
ク業界からのコストパーフォーマンスに優れた先端電子ビーム描画装置の開発要請に対し
満足の行く解を示せなかった。
②日本の描画装置企業には、プロジェクト発足までに電子線描画に関する技術蓄積はあ
ったが、業界全体の市場規模が小さいため、開発費負担と事業規模が見合わず、大きな投
資の必要な１５０nm 以降の装置開発に大きな課題を抱えていた。しかしプロジェクト発足
で開発資金が得られたので日本の描画装置企業が参入できることとなった。
（２）目標
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プロジェクトの目標としては微細化の鍵を握る高精度電子ビーム描画装置の開発である。
すなわち最先端設計ルール対応の電子ビーム描画装置の実現であり、数値目標としては最
終的に７０nm の設計ルールに対応する電子ビーム描画装置を実現することであった。
開発成果の事業化により、わが国の描画装置業界の国際競争力強化を目指した。
（３）開発技術
本プロジェクトにより、開発された技術は、５０Kev 加速電圧装置、高速描画アルゴリ
ズム、大容量描画データ処理技術統合化技術：高精度測定、要因解析及び較正技術である。
（４）マネジメント
開発は前期と後期に分かれ、前期は①（ウエハーへの）電子ビーム直接描画と②電子ビ
ームマスク描画の２テーマに分けて開発が進められた。後期は電子ビームリソグラフィー
技術として統合された。開発方式は 数社が参加した分散研方式で実施された。参加企業
は、日立、日本電子、東芝、東芝機械、アドバンテスト及び島田理化。電子ビーム描画装
置はノウハウの固まりでありプロジェクトで開発した部分だけでは装置は動かず各社の今
までの実績のある装置、ソフトと組み合わせて初めて製品になる。従って分散研方式が妥
当で PJ の成果がうまく反映されたと思われる。
東芝、東芝機械は後日、事業を分離し、ニューフレアテクノロジーを創業した。(２００
２年８月)東芝機械は大型工作機械、インジェクションマシンが主力であり電子ビーム描画
装置は精度、クリーン化技術、客層からいっても大分違う。分離独立はニューフレアテク
ノロジーにとって大きな飛躍の機会となった。
全世界の主要半導体製造拠点に電子ビーム描画装置の保守要員を配置し、８時間あるい
は３日以内の対応体制を構築し、顧客マスク企業及び半導体企業に於ける描画装置の高率
稼働保証体制を敷いた。
（５）成果
本プロジェクトは開発技術課題を解決し、技術目標を達成した。事業的には、開発成果
を導入した新製品により、描画装置の世界市場に於けるシェアを４９％から９０％へ急増
させることが出来た。
（６）プロジェクトのその後
Ｅｔｅｃ Ｓｙｓｔｅｍｓ社は、新製品の開発に失敗し、市場から脱落、ニューフレアテ
クノロジーと日本電子の２社が世界市場をほぼ独占している。これはプロジェクトの大きな
成果と思われる。年ごとに新機種が上市されるが、開発成果はその後も受け継がれている。
基本特許の権利は消滅しており、周辺特許出願は多いが、各社の蓄積してきた知見が技
術の基盤を構成している。
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外国の某大手半導体メーカーが、電子ビーム描画装置を購入後、自社で装置開発を試み
たが技術的蓄積が無い為、断念した。高度なハード技術のみならずノウハウの塊でもある
証拠。
米国は、半導体製造に不可欠の技術が日本企業に握られていることに危機感を抱いてい
る模様である。
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