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Ｐ０６０２９ 

 

平成２０年度実施方針 

 

ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 

１．件 名：プログラム名 ナノテク・部材イノベーションプログラム・ＩＴイノベーションプログラ

ム 

      （大項目）三次元光デバイス高効率製造技術 

 

２．根拠法 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第２号 

 

３．背景及び目的・目標 

２１世紀の革新的技術として、情報、環境、安全・安心、エネルギー等の広範な分野の基盤技術である

材料技術を根幹から変貌させることが期待されるナノテクノロジー（物質の構造をナノレベルで制御す

ることにより、機能・特性の向上や新機能の発現を図る材料技術）の基盤技術を構築することを目的と

する「ナノテク・部材イノベーションプログラム」及びＩＴの利活用の深化・拡大を図り、より豊かな

国民生活を実現するとともに、我が国の経済活力の向上を図ることを目的とする「ＩＴイノベーション

プログラム」の一環として、本プロジェクトを実施する。 

本プロジェクトでは、「ナノガラス技術」プロジェクトで得られた基盤技術を実用的な加工技術へと

発展させるものであり、フェムト秒レーザー等と波面制御技術等を組み合わせ、加工の高精度化による

デバイス特性の向上と加工の高速化による製造コストの大幅な低減を目指すものである。 

平成２２年度までに、フェムト秒レーザー照射等により、デバイス化加工用ガラス材料技術、三次元

加工システム技術として波面制御三次元加工システム技術と空間光変調器三次元加工システム技術等

を確立する。また、具体的なデバイスへの適用を前提に、三次元加工システム応用デバイス技術として

三次元光学デバイス技術と三次元光回路導波路デバイス技術に取り組み、「三次元光デバイス高効率製

造技術」の有効性を実証する。 

上記目的を達成するために、以下の研究開発を実施する。 

[委託事業] 

研究開発項目①「デバイス化加工用ガラス材料技術」 

中間目標（平成２０年度） 

・ ガラス母材と異質相との屈折率差を０．０１以上の材料を開発する。 

・ 光伝搬損失：０．１ｄＢ／ｃｍ以下のガラス材料を選定する。 

最終目標（平成２２年度） 

・ ガラス母材と異質相との屈折率差を０．０１５以上の材料を開発する。 

・ シングルモードでの光伝播損失として０．１ｄＢ／ｃｍ以下。 

研究開発項目②「三次元加工システム技術」 

中間目標（平成２０年度） 

・ 三次元加工機能を実証する。（１パルスのレーザーショットにより、一辺が６０μｍの立方体
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の中に、直径が１０μｍ以下の球状あるいは棒状の異質相を２層以上形成。） 

・ 直径９μｍ、加工精度０．９μｍの直線導波路を作製する。 

・ 波面制御素子を従来に比べ３倍以上の高速で設計する。 

・ 空間光変調器の変調速度３０Ｈｚ、光位相変調度πラジアン以上を達成する。 

・ 空間光変調器の耐光性３０ＧＷ／ｃｍ２（１００ｆｓ、１ｋＨｚ）を達成する。 

最終目標（平成２２年度） 

・ 従来比１００倍以上の高速加工を実証する。（１パルスのレーザーショットにより、一辺が６０

μｍ以上の立方体の中に、直径が１０μｍ以下の球状あるいは棒状の異質相を１００個以上形

成。） 

・ 波面制御素子の加工精度として４０ｎｍ以下を実現する。 

・ 波面制御素子を従来に比べ１０倍以上の高速で設計する。 

・ 空間光変調器を４５万画素以上に高精細化する。 

・ 空間光変調器の変調速度５０Ｈｚ、光位相変調度２πラジアン以上を達成する。 

・ 空間光変調器の耐光性５０ＧＷ／ｃｍ２（１００ｆｓ、１ｋＨｚ）を達成する。 

研究開発項目③「三次元加工システム応用デバイス技術」 

中間目標（平成２０年度） 

・ 光学ローパスフィルタを作製し、フィルタリング方向の無依存性を確認する。 

・ 光伝搬損失：０．１ｄＢ／ｃｍ以下のシングルモード直線導波路を作製する。 

最終目標（平成２２年度） 

・フィルタリング方向の無依存性の光学ローパスフィルタを、サイズ５ｍｍ角以上、フィルタ厚０．

３ｍｍ以下で作製する。 

・シングルモードで光伝播損失：０．１ｄＢ／ｃｍ以下（導波路サイズ：φ９μｍ以下、波長：１．

５５μｍ）の光導波路で、分岐面が互いに直交した１×１６の三次元光カプラ（スプリッタ）を

作製し、挿入損失：１７ｄＢ以下、反射減衰量：４５ｄＢ以上（波長：１．５０～１．６０μｍ）

を確かめる。 

 

４. 実施内容及び進捗（達成）状況 

国立大学法人 京都大学 大学院工学研究科 材料化学専攻 教授 平尾一之氏をプロジェクトリ

ーダーとし、以下の研究開発を実施した。 
４．１ 平成１９年度事業内容  
研究開発項目①デバイス化加工用ガラス材料技術 

（１）デバイス加工用ガラス材料技術 

フェムト秒レーザー照射による異質相形成（屈折率変化）のメカニズム解明と基礎データ取得（ガ

ラス材料依存性及びレーザー照射条件依存性等）を実施し、屈折率変化メカニズムを明らかにすると

ともに、ヤング率及びポアソン比が大きいガラス組成ほど屈折率変化閾値が低く、より大きな屈折率

変化が起こる傾向にあることを見出した。これらの結果は、一括加工に適したガラス材料の開発・選

定において有効な指針となる。さらに、本技術の検討を通して、フェムト秒レーザー照射（１００ｋ

Ｈｚ以上）により局所的な三次元イオン交換及びそれに伴う屈折率変化が誘起可能であることを新た

に認めた。（国立大学法人京都大学、社団法人ニューガラスフォーラム） 

（２）三次元光学デバイス用ガラス材料技術 
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組成の異なる複数の光学ガラスに対して、集光レンズとレーザーパワーを変化させて、フェムト秒

レーザー光を照射することにより逐次照射加工(ライン、ライン＆スペース)し、ライン断面方向の屈

折率差を定量位相顕微鏡で評価した。その結果、母材との屈折率差を０．０１以上取れる透明なガラ

ス材料を開発した。（社団法人ニューガラスフォーラム） 

（３）三次元光回路導波路デバイス用ガラス材料技術 

 伝送損失因子の特定とその低減化検討により、合成石英ガラス及び一部のホウケイ酸塩ガラスにお

いて伝送損失：０．１ ｄＢ/ｃｍ の光導波路形成を実現し、年度目標を達成した。また、パルス照射

遅延システムを構築し、逐次描画法と一括描画法とにおける損失への影響の違いを調べた結果、両者

では熱拡散及び熱蓄積に明確な差異が認められ、その結果生じる屈折率変化領域の形状やサイズの乱

れを制御することが、一括描画における直線導波路の損失低減に重要であることを明らかにした。（国

立大学法人京都大学、社団法人ニューガラスフォーラム） 

 

研究開発項目②三次元加工システム技術 

（１）三次元加工システム技術 

ガラスホログラムとフェムト秒レーザーを使用した三次元光デバイス加工システムの設計と構築を

行った。このシステムと次項（２）で述べるホログラム作製技術と設計技術を駆使して、直線導波路

型としての異質相を形成するＣＧＨ (Computer Generated Hologram)を介してフェムト秒パルスレー

ザーをシリカガラスに照射し、ガラス内部に断面が９±０．９μｍの棒状異質相と３次元ホログラム

を用いてガラス内部の６０μｍ角の立方体内に光軸方向に分布する２点の異質相を一括照射により形

成した。これらの実験により、製作したデバイスの基本情報から設計に必要な加工基礎データを取得

した。（社団法人ニューガラスフォーラム） 

（２）波面制御三次元加工システム技術 

ホログラム設計環境として、高性能ＣＰＵを搭載した計算機器を用いてＨＰＣ(High Performance 

Computing)基盤システムを構築し、これらを基にホログラム生成の高速化(従来比３倍以上)を確認し

た。また反復計算を基にした最適化手法を検討し、実際に再生像質の改善を統計的に確認した。 

１８年度に続きガラスホログラムの製作が可能な製作環境を構築し、８段ホログラムが製作可能で

あることを確認した。また、製作したホログラム単体での精度評価方法の検討を開始した。（社団法

人ニューガラスフォーラム） 

（３）空間光変調器三次元加工システム技術 

光波面制御モジュールの主要部分であるＬＣＯＳ－ＳＬＭの一次試作を行った。高出力なフェ

ムト秒レーザーに耐光性を持たせるため、薄膜技術を用いて入射光と反射光の位相をずらす位相

シフト層をＬＣＯＳ－ＳＬＭ内部に導入し（特許出願）、３０ＧＷ/ｃｍ２の耐光性を達成した。

また変調速度３０Ｈｚで光位相変調度πラジアンの中間目標も達成する見込みである。またこの

ＬＣＯＳ-ＳＬＭを内蔵した光波面制御モジュール実験機を作成し、同試作機開発（２０年度予定）

のための評価をおこなった。波面制御技術及びホログラムパターンの計算手法の開発に関しては、

ＬＣＯＳ－ＳＬＭに新たに設計したホログラムを書き込み、読み出しレーザー光を三次元的に多

点に分岐することができた。また加工対象におけるレーザー光の集光点の個数が変動しても各集

光点のレーザー光のエネルギーをほぼ一定にするための方法を開発した（特許出願）。（浜松ホ

トニクス株式会社） 

 



 4

研究開発項目③三次元加工システム応用デバイス技術 

（１）三次元光学デバイス技術 

１８年度に引き続き、多点描画での異質相形成に関する実験データの取得と光学ローパスフィルタ

の計算機シミュレーションによる検討とを行なった。さらに、これらの結果に基づき、１枚のガラス

中に光学ローパスフィルタを多点描画にて作成し、方向無依存性が実現されていることを確認した。

（社団法人ニューガラスフォーラム） 
（２）三次元光回路導波路デバイス技術 

光学設計用シミュレーションソフトを利用し、空間光変調素子を中心とする波面制御光学系を構築

した。さらに、光学系のケラレ除去やＣＧＨの高解像度化を実施し、多点同時描画においてライン状

にガラス内部（表面近傍）への異質相形成が可能であることを確認した。逐次描画による直線導波路

において、レーザー照射条件（対物レンズ及びパルスエネルギー）制御により、目標であるコア径９

μｍの直線導波路を描画し、±１μｍの加工精度で伝送損失０．１ｄＢ／ｃｍの導波路を描画するこ

とができた。（国立大学法人京都大学、社団法人ニューガラスフォーラム） 

 

４．２ 実績推移 

１８年度（実績額） １９年度（契約額）  

委託 委託 

実績額推移 

一般会計（百万円） ３９２ ３７５

特許出願件数（件） １ ２

論文発表数（報） ６ ４

フォーラム等（件） １６ ４

 

５．事業内容 

５．１ 平成２０年度事業内容 

上記の目的を達成するため、国立大学法人 京都大学 大学院工学研究科 材料化学専攻 教授 平

尾一之氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。実施体制については、別紙を参

照のこと。 

研究開発項目①デバイス化加工用ガラス材料技術 
（１）デバイス加工用ガラス材料技術共通目標 

より広範囲での一括加工を目的に、低閾値で高屈折率差が得られるガラス材料の見極めとデータベ

ース化を行う。従来の異質相形成（密度変化）以外の屈折率変化現象メカニズムの解明と光デバイス

応用への可能性を検討する。（国立大学法人京都大学、社団法人ニューガラスフォーラム） 
（２）三次元光学デバイス用ガラス材料技術 

１９年に引続き、レーザー照射によりガラス内部に形成される異質相の屈折率差に関して、光学ロ

ーパスフィルタ用材料としての加工条件及び組成の最適化の検討を行い、最終的に屈折率差が０．０

１５以上取れると予想される光学ガラス材料の選定を行う。（社団法人ニューガラスフォーラム） 
（３）三次元光回路導波路デバイス用ガラス材料技術 

描画閾値や伝送損失に着目し、導波路描画に適したガラス材料の更なる最適化を行う。レーザー照

射によるイオン交換等、従来の異質相形成（密度変化）以外の屈折率変化現象の直線導波路や合分岐
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デバイスへの適用を検討する。（国立大学法人京都大学、社団法人ニューガラスフォーラム） 
 
研究開発項目②三次元加工システム技術 
（１）三次元加工システム技術目標 

１９年度に引き続き、三次元加工システムの設計と構築において、三次元加工精度向上のための検

討を行う。これにより三次元構造の精密化を進める。 
 直線導波路の特性向上のために、ホログラムの設計と製作における精度改善を行う。さらに、多焦

点結像波面制御素子を設計し、これを用いた一括レーザー加工において、ガラス内に球配列を２層以

上形成することを目指す。（社団法人ニューガラスフォーラム） 
（２）波面制御三次元加工システム技術 

１９年度に引続き、以下を実施する。 
ホログラム設計環境の構築において、特にＨＰＣ基盤システムでのデータ処理の効率化やホログラ

ム最適化処理の改善を検討し、更なる高速化(従来比７倍以上)を目指す。 
 ガラスホログラム単体での製作精度とフェムト秒レーザーによる一括加工精度との相関に注目して、

ガラスホログラムの製作精度の改善を行う。（社団法人ニューガラスフォーラム） 
（３）空間光変調器三次元加工システム技術 

引き続き薄膜技術の開発、ＬＣＯＳ-ＳＬＭの改良を進め、最終目標（特性）を達成できるＬＣ

ＯＳ－ＳＬＭの最終試作をおこなう。またそれを内蔵した光波面制御モジュール試作機を開発す

る。さらに加工の速度・精度・機能の向上を図るホログラフィック波形成形技術や収差補正技術

などの波面制御技術の開発を進める。（浜松ホトニクス株式会社） 

 
研究開発項目③三次元加工システム応用デバイス技術  
（１）三次元光学デバイス技術 

光学ローパスフィルタの作成のための一括描画での異質相形成に関する実験データを取得する。ま

た、光学ローパスフィルタ形成用ホログラムの設計・製造・評価手法を確立する。これらにより光学

ローパスフィルタを一括描画で一次試作し問題点を抽出する。（社団法人ニューガラスフォーラム） 
（２）三次元光回路導波路デバイス技術 

１９年度に引続き、空間光変調器等など波面制御光学系を用いた一括描画システムを用いて光導波

路を作製する。また、分岐光導波路の作製を試み、加工精度、光伝播損失を確認する。 
（国立大学法人京都大学、社団法人ニューガラスフォーラム） 

 
５．２ 平成２０年度事業規模   

                        委託事業 

一般会計     ３４０百万円（継続） 

（注）事業規模については、変動があり得る。 

 

６. その他重要事項 

６．１ 評価 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ技術開発機構」という。）

は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義並びに将来の産業へ
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の波及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価を平成２０年に実施する。 

 

６．２ 運営・管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省及び研究開発責任者

と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標並びに本研究開発の目的及び目標に照らして適

切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて設置される技術検討委員会等における外部有識者

の意見を運営管理に反映させるほか、四半期に一回程度プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクト

の進捗について報告を受けること等を行う。 

 

６．３ 複数年度契約の実施 

平成１８～２０年度の複数年契約を行う。 

 

６．４ その他 

本研究によって得られたあらゆる知的財産、また本研究の過程又は成果に基づき開発したプログラム、

サンプル若しくは装置などの成果物について、本プロジェクト外（国内外）への供試・開示については、

事前にプロジェクトリーダーとＮＥＤＯ技術開発機構に連絡する。その際に、ＮＥＤＯ技術開発機構が

申請書の提出を求めた場合は、これに応じ速やかに提出する。 

 

７．スケジュール 

 本年度のスケジュール： 平成２０年３月上旬・・・部長会 

                  ３月中旬・・・運営会議 

 

８．実施方針の改訂履歴 

   （１）平成２０年７月、イノベーションプログラム基本計画の制定により、「３．背景及び目的・

目標」の記載を改訂。 
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委託 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                         

 国立大学法人 京都大学  

・研究実施場所：京都大学 

 平尾研究室 

          （桂キャンパス） 

 

・研究項目： 

①-(1)デバイス加工用ガラス材料技術共

通目標 

①-(3)三次元光回路導波路デバイス用ガ

ラス材料技術 

③-(2)三次元光回路導波路デバイス技術 

 

ＮＥＤＯ技術開発機構 プロジェクトリーダー 
・所属 京都大学 

・役職名 教授 

・氏名 平尾 一之 
指示・協議 

 社団法人ニューガラスフォーラム 

・研究実施場所：つくば研究室 

         （つくば市） 

 

・研究項目： 

①–(1)デバイス加工用ガラス材料技術共

通目標 

①-(2)三次元光学デバイス用ガラス材料

技術 

②-(1)三次元加工システム技術 

②-(2)波面制御三次元加工システム技術 

③-(1)三次元光学デバイス技術 

③-(2)三次元光回路導波路デバイス技術 

 

 浜松ホトニクス株式会社  

・研究実施場所：中央研究所 

           （浜松市） 

           豊岡製作所 

           （磐田市） 

 

・研究項目： 

②-(3)空間光変調器三次元加工システム

技術 

共同研究 


