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光産業発展のため光融合技術協会ができること

一般社団法人光融合技術協会

理事 小野明

理事 鈴木巧一



Ⅰ、光産業の現状 生産高の低下



光技術は日本の産業を牽引する。

精密機器時代 半導体時代 映像時代 情報時代 ???

カメラ ステッパ 液晶パネル 光ﾌｧｲﾊﾞｰ ???



CRDS-FY2019-WR-06.pdf (jst.go.jp)

https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2019/WR/CRDS-FY2019-WR-06.pdf




一般社団法人光融合技術協会
Association for  Innovative Optical Technologies

設立理念:
光学関連企業の問題解決、新規事業開拓の
ための市場・技術情報と実用的な新技術の
入手や試作を手助けすることで日本の光学
関連産業の強化、発展に貢献する。

会長 谷田貝豊彦

Ⅱ、当協会の紹介と役割



中小企業庁：2020年版「中小企業白書」 第2部第1章第6節 外部連携・オープンイノベーションの推進
(meti.go.jp)

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/chusho/b2_1_6.html


世界一を狙えた日本の技術革新力が"韓国並み"に転落したの
はなぜか国際研究が少なく知識流入が不十分 (3ページ目) | 
PRESIDENT Online（プレジデントオンライン）

世界一を狙えた日本の技術革新力が"韓国並み"に
転落したのはなぜか国際研究が少なく知識流入が不十分
PRESIDENT Online ／PRESIDENT BOOKS

戸堂康之早稲田大学政治経済学術院教授

https://president.jp/articles/-/41062?page=3
https://president.jp/list/media/pbooks
https://president.jp/list/author/%E6%88%B8%E5%A0%82%20%E5%BA%B7%E4%B9%8B
https://president.jp/list/author/%E6%88%B8%E5%A0%82%20%E5%BA%B7%E4%B9%8B


宇都宮大学オプティクス
教育研究センター
先端領域教授陣 16名
応用領域教授陣 8名
基礎領域教授陣 8名

多元スパッタ装置

赤外域-多入射角
分光 ｴﾘﾌﾟｿﾒｰﾀ

電子描画装置

干渉計測装置

宇都宮大学地域共生センター
最先端研究設備群 16機種

市場動向
光産業全出荷額の分野別
構成比率推移
(一般財団法人光産業技術
振興協会データ)

会員企業

国内外公的研究機関
(例:ﾌﾗｳﾝﾌｫｰﾌｧｰFEP ドイツ)

光融合
技術協会

最先端技術を知る。
個別問題を相談する。
開発試作を行う。
(試作例:ナノ構造光素子)

ﾌｪﾑﾄ秒ﾚー ｻ゙ 加工
微細偏光素子

多元ｽﾊﾟｯﾀ&ｴｯﾁﾝｸﾞ
三次元機能素子



欧州
大学

技術開発機関
フラウンホーファー、TNO

企業

知識 技術 工業化

日本
企業大学

知識 工業化

死の谷

光融合技術協会設立の背景

光融合技術協会
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ドイツではなぜ技術が目覚ましく発展しているか?
産学官のオープンイノベーションの仕組みができ、

重要な役割を担っている。例:フラウンホーファー

宇都宮大学にその小モデルを確立し・デモ
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市場・技術情報
共有化活動

”ｺﾝｿｰｼｱﾑ”

基盤技術研究開発
企業間共通

“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”

個別問題解決・試作

"ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ"

3本柱の活動計画

１.講演会：年10回程ｵﾝﾗｲﾝ

２.技術トレーニング

３.技術相談

４.欧州研究所訪問ツアー

分科会(本年度から活動)

１. Nano Structured 

Optics 分科会

２.ゾルゲル分科会

３. HSI分科会

成膜技術からスタート

下記２装置を用いた個別
企業毎の試作・評価

１.多元スパッタ装置

２.縦型インラインスパッ

タ装置





ホローカソード放電
による高密度の
酸素100％プラズマ源

プラズマCVDへの応用

(Hollow cathode-plasma-enhanced 
chemical vapor deposition)



Ⅲ、プログラム（基盤技術開発）とプロジェクト（個別問題解決・試作）

現状の光・成膜関連技術課題に協会はどのように挑んでいくか？

特に、NANO STRUCTURAL OPTICS 分野で！！











光融合技術協会ができること？

特に、NANO STRUCTURAL OPTICSの生産性向上、大面積化対応！！

１．協会保有技術・装置を活用

２．国内パートナーとの連携

３．海外パートナーとの連携

光学、成膜分野における受託（or 共同）開発と試作

国内外（特に欧州）の新技術・市場情報の提供に加えて、



１．協会保有技術・装置を用いた受託（または共同）開発・試作

＜対応スタッフ＞

＜試作・評価装置＞

１．多元スパッタ装置（8インチ基板対応）
＊フラウンホーファーFEP製基板対向式丸型パルススパッタ源DRM400搭載

２．縦型インライン式成膜装置（8インチ基板対応）
＊FEP製RFプラズマエッチャー
＊FEP製DRM400
＊AGC-PTS社製ホローカソードプラズマ源搭載

３．光学関連各種評価装置
＊赤外エリプソ、。。。

谷田貝会長他、光学設計、成膜、加工、評価、デバイス、知財、実業経験を有す専門家集団



DRM400
スパッタ源

チャンバー本体 ロードロックチャンバー

排気ポンプ
RP

プラズマ処理
装置

基板

基板
ゲート弁

DRM400
スパッタ源

排気ポンプシステム
TM，MB，RP

基板・シャッター
駆動システム

基板移送システム

協会管理成膜装置１： 多元スパッタ装置
宇大、オプテイクス教育センター４F

設備の特徴
＊8インチ基板対応
＊高速反応性パルススパッタ成膜
（バイポラー＆ユニポラー（低温）モード）
＊2種材料での多層膜
＊プラズマ条件選択で膜質制御可能

成膜装置構成
＊スパッタ源：DRM400x2
＊電源：UBS-C2＋２DC
＊プロセス制御：S-PCU
＊全体：完全自動制御

FEPのダブルリングマグネトロン
スパッタ源DRM400



多元スパッタ装置を使って何ができるか？

１，FEPの最新データに基づく検討

＊高圧電性AlN, AlScN厚膜（50μm厚でも2～3時間で形成）

＊a-Si:H系などNIR・IR用光学膜（LiDAR用反射防止など）

＊三族系窒化膜：AlN, GaN, InN, 及び合金膜（基板加熱機構追加必要）

２，協会自主研究結果に基づく検討

＊低温、低膜応力を生かしてのプラスチック部材への各種光学多層膜

（LiDAR用反射防止など）

３，多元スパッタ装置の特徴を生かした検討

＊吸収膜系遮光膜、反射防止膜（分光式プラズマ発光検出制御で可能）

＊合金系酸窒化膜（ガスバリア膜候補）



協会管理成膜装置２： 縦型インラインスパッタ装置
宇大、地域創生推進機構１F

DRM400

成膜チャンバー
ＲＦプラズマエッチャー
ロードロック

基板移動トレイ
（自転可能）

HC(ホローカソード）
-PECVD

アンロードロック

設備の特徴
＊８インチ基板対応（HC-PECVDは均一領域限定）
＊縦型なのでゴミ付着を避けられる。
＊DRM400による高速パルススパッタ
＊HC-PECVDによるSiO2あるいはSiOxCyHz膜
＊FEPの高速プラズマエッチャーによる基板の前処理
＊基板自転対向式



縦型インライン成膜装置を使って何ができるか？

１，HC（ホローカソード）-PECVDのAGC-PTSでの最新結果に基づく検討
＊大面積反射防止等の生産性向上（SiO2膜高速化）
＊撥水コート（有機無機ハイブリッド膜）

２、協会の自主研究結果と装置の特徴を生かした検討
１）プラスチックフィルムへのバリア膜形成
＊DRM400による合金酸化膜・窒化膜・酸窒化系バリア膜
＊HC-PECVDによるSiO2系バリア膜の高速形成
＊DRM400＋HC-PECVDによる多層バリア膜

２）プラスチック基材への光学多層膜
＊HC-PECVDによるSiO2膜の高速成膜 ＋ DRM400による高屈折率膜高速成膜

両方とも膜の低応力化と調整が可能！！



２．海外パートナーとの連携：（株）サーフテックトランスナショナル経由

１）フラウンホーファーFEP

＊高速・大面積精密光学膜用各種スパッタ成膜技術
＊各種電子ビーム応用技術（リソグラフィー含む）
＊有機エレクトロニクスデバイス化技術（例：2方向性マイクロOLEDデイスプレイ）

２）フラウンホーファーIWS

＊高速・大面積レーザー応用表面微細加工技術（DLIP）
＊X線ミラー及び極紫外用ミラー成膜技術
＊レーザー応用評価装置
＊高度のシュミレーション技術

３）他のフラウンホーファー研究所、TNO、関連企業
＊HSM TechConsult GmbHとフラウンホーファーISCのゾルゲル法

＊TNOのALD他



フラウンホーファーFEPの
DCパルスマグネトロンスパッタリング

NANO STRUCTURAL OPTICSに使える海外パートナーの最新技術例（１）



FEPのDRM400搭載クラスター式スパッタ装置

DRM400＋RFバイアスに
よる高充填SiO2膜

装置の特徴
＊DRM400ｘ２
＊RＦプラズマエッチャー
＊基板へのＲＦバイアス
＊800℃までの基板加熱

応用開発実績
＊圧電膜 AlN, AlScN
＊３族窒化膜 AlN, GaN
＊高絶縁性SiO2膜
＊NIR用a-Si:H膜
＊光学多層膜（～100層）
＊ルゲートフィルター
＊高性能バリア膜
＊導電膜。。。。



フラウンホーファーIWSの大面積・高速
直接レーザー干渉パターンニング（DLIP）

NANO STRUCTURAL OPTICSに使える海外パートナーの最新技術例（２）



フラウンホーファーIWSの直接レーザー干渉パターニング（DLIP)

レーザーパルスビームをビームスプリッターで2本以上のビームに分離し、
ミラーで制御して重なり照射。干渉効果で周期的な変調

照射密度：＞1,000,000スポット/mm2

２ビーム干渉 ３ビーム干渉

各種材料表面に180nm~30μmの
周期凹凸構造形成.

処理速度は～1m2/min

現在～10m2/min開発中

各種機能付与
（撥水性、親水性、耐摩耗性、電極
接触性、生体親和性、。。。）



Target

30

Y.‐W. Su et al., Advanced Materials, 15 (2003) 49.

A. F. Lasagni et al., Adv. Eng. Mater. 11 (2009) B20.

A. Singh et al., Micromachines 5 (2014) 472-485.

表面微細構造化におけるDLIPの位置付け

DLIP

しかも、電極などの微小サイズから航空機ボデーなど大面積まで！！
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10 µm 5 µm 20 µm 10 µm

15 µm 2 µm 3 µm 5 µm

20 µm 10 µm 100 µm 7 µm

Polycarbonate Stainless steel Polyimide Stainless steel 100Cr6

Composites Stainless steel Titanium Polyimide Stainless steel

PolycarbonateGlass Stainless steel Stainless steel 100Cr6

ns fs ns

ns ps ns

ns ns ns ns

ns ns

ns

ns

5 µm

2 µm

6 µm

10 µm

30 µm

8 µm

Polycarbonate

Aluminum

TiO2

ns

ns

psps

Metals Polymers Glass/Ceramics

DLIP処理による表面微細構造例



DLIP応用製品例（左）と処理速度イメージ（右）
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自動車用
電線接続端子
の接触性改善

歯科用
インプラント
の人体親和性改善

航空機
ボデイーの
防氷処理



Ⅳ、新たな取り組み・連絡先


