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Ｐ０６０２９ 

 

平成２１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 の立方体の中
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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60μm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2.5mm 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２０年度（委託）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 

密度変化による異質相形成（屈折率変化）のメカニズム解明に引き続き、元素分布形成による屈折率

変化の屈折率制御の可能性とメカニズムの解明を実施した。その結果、元素分布の様子はガラス材料を

構成している元素の組み合わせにより変化し、SiO2を主成分とするシリケートガラスにおいてはSiが中

心に集まる傾向にあることがわかった。Si濃度の増加は、結果としてレーザー照射領域中心が低屈折率

化することを意味する。そこで、網目形成酸化物が異なる様々な組成のガラスについて元素移動を系統

的に調べ、リン酸塩ガラスとホウ酸塩ガラスにおいて、中心が高屈折率化可能であることを確認した。

元素分布が形成される領域はガラスが融液に近い領域であり、閉じられた空間における高温かつ急峻な

温度勾配が元素分布形成において重要であることを確認したので、この知見をベースにシミュレーショ
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ンを実施することで、メカニズムの解明に着手した。（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） 

（２）三次元光学デバイス用ガラス材料技術 

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った。具体的には、逐次照射加工でより低いピークパ

ワー密度でより均質な異質相が得られ易い加工条件を種々の光学ガラスに対して探索し、得られた屈折

率差の結果を基に、最終的に屈折率差が 0.015 以上取れると予想される光学ガラス材料を選定した。ま

た、選定されたガラスを加工した結果、約 0.015 取れるガラス材料があることが確認された。このとき

のピークパワー密度は、従来比で 10 分の 1 程度であった。一方、シリカガラス内部で直線加工が確認さ

れているガラス・ホログラムを用いて種々のガラスに照射し、一括加工に関する基礎情報を得た。（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 

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

おいて光伝播損失：0.1 dB/cm の材料を実現した。また、元素分布形成により、光導波路構造が形成可

能であることを確認した。分岐デバイスとして空間光変調器を利用した一括加工光学システムおよびホ

ログラム作成プログラムを構築し、ダンマングレーティングおよび Y 分岐導波路の一括形成を各種ガラ

スにて試みた。その結果、Au含有ガラスにおいて比較的低閾値にて分岐が可能な素子が得られることを

確認した。（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

ス内部の一辺が 60μm の立方体内に三次元螺旋状に分布する 24 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。 

ガラス内部に作製した屈折率変化のある構造体について新たに開発した三次元測定手法により立体構

造の観察が可能となった。またこの測定結果を用いて構造体部の屈折率を求める手法を開発した。（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である HPC(High Performance Computing)基盤システムと波面計算の演算領域を

適切に絞り込む手法を組み合わせることで、効率的なデータ処理やホログラム最適化処理の改善を実現

した。実際にホログラム生成において、最終目標である従来比10倍以上の高速化を確認した。 

１９年度までに構築したガラス・ホログラム作製プロセスの問題点の改善を行った。テストパターン

ではパターン幅のばらつき40nm 以下、サイドエッチングの低減、パターン表面と段のラフネスの低減等

を確認した。（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 

薄膜や液晶の材料の検討およびデバイスの構造の検討を基に位相変調型液晶空間光変調器

(LCOS-SLM)を試作し、中間目標を達成した。さらに繰返し周波数1kHz、パルス幅 100fs のフェムト秒レ
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ーザー光に対して50GW/cm2の耐光性の達成、また変調速度50Hz で光位相変調度2πラジアンを得て、最

終目標を達成できる要素技術のレベルが明確になった。また開発したLCOS-SLM を内蔵する光波面制御モ

ジュール試作機を試作するとともに波面制御技術の開発を進め、計算機合成ホログラム(CGH)を入力する

ことで、三次元の光パターン生成を実現した。（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 

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

ョンによる検討を行なった。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。 

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した。また、

光学ローパスフィルタ一次試作品形成用ホログラムの設計・製造・評価手法を確立し、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 

逐次描画による直線導波路において、レーザー照射条件制御により、目標であるコア径 9µm 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。空間変調素子

を中心とする波面制御光学系を用いた一括描画システムを用いて多ライン同時加工で 16 分岐回折光学

素子を作製、その光伝搬損失および加工精度を確認した。また、同システムを用いて直線導波路および

Y 分岐導波路を一括描画方式で作製、その光伝播損失の低減に向けた検討を進めている。 
光インターコネクションの標準化は日本を中心に進んでいる。これらの進行状況を引き続きウォッチ

し、その状況によっては対応を検討する。（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） 

 

４．２ 実績推移 

１８年度 １９年度 ２０年度  

委託 委託 委託 

一般勘定（百万円） ３９２ ３７５ ３４２

特許出願件数（件） １ ７ ２

論文発表数（報） ５ ６ ２

フォーラム等（件） １６ ２１ １０

 

５．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。 

 
５．１ 平成２１度（委託）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 

平成２０年度に引き続き、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として元

素分布形成や Si 析出のメカニズム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



 5

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 

平成２０年度に引き続き、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、

加工条件及び組成の最適化の検討を行う。具体的には、加工エネルギーの低減、一括加工技術への適用、

光学ローパスフィルタへの適用のための検討を行い、最終的に光学ローパスフィルタ用材料として屈折

率差が 0.015 以上取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 

元素分布形成や Si 析出に適したガラス組成の開発と、三次元光回路デバイスへの応用の可能性につい

て検討する。（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 

ホログラム設計については、異質相の更なる多層化や高集積化を実現する手法を検討する。これを基

に設計したホログラムを用いて、一辺が60μmの立方体のガラス内に 50 個以上の異質相を三次元に形成

できるレーザー一括加工を目指す。 
平成２０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、ガラス内に球状異質相と直線状

異質相を同時に加工すること、およびⅤ字型異質相や曲線異質相など自由度の高い加工を実現する。 

平成２０年度に引き続きガラス内部に作製した三次元構造体について観察精度を向上のための検討を

行う。また僅少屈折率測定についても精度向上のための検討を行う。（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については、これまでに取得したレーザー加工やデバイス設計の要件やデータな

どを取り入れた設計手法を検討し、より精度の高い設計システムの構築を目指す。 
ガラス・ホログラム作製プロセスの改善を進め、ガラス・ホログラム単体の作製精度を向上させる。

また、ガラス・ホログラム作製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、レー

ザー加工精度を向上させるガラス・ホログラム作製プロセスを開発する。（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 

引き続き位相変調型液晶空間光変調器（LCOS-SLM）の改良を進め、最終目標を達成する。また平成２

０年度に開発したLCOS-SLMを内蔵した光波面制御モジュール試作機を「三次元光回路導波路デバイス技

術」グループで実験評価し問題点・改良点を洗い出す。これらにより、モジュールを構成する材料、半

導体プロセス、薄膜プロセスおよび光学系を再度見直し、光波面制御モジュールの最適化を図る改良を

おこなう。並行して、空間光変調器を用いたフェムト秒レーザー加工に必要な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前年度に引き続
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き取得する。また、材料およびホログラム加工に関する本プロジェクトでの成果もフィードバックし、

前年度に作成した一括描画での一次試作品の問題点の改善に取り組む。（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 

平成２０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加工システムを用いて

分岐光導波路および回折光学素子を作製する。その加工精度、光伝播損失を向上させる。（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２１年度事業規模   

                        委託事業 

一般勘定          ３１４百万円（継続） 

事業規模については、変動があり得る。 

 

６. その他重要事項 

 

（１） 運営・管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有する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。 

 

（２） 複数年度契約の実施 

平成１８～２２年度の複数年契約を行う。 

 

（３） 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２１年３月上旬・・・部長会 

 

８．実施方針の改訂履歴 

   （１）平成２１年３月、制定 
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（別紙）「三次元光デバイス高効率製造技術」実施体制 

 

 
 
 
 
 

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 

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 

①-(2)三次元光学デバイス用ガラス材料技

術 

①-(3)三次元光回路導波路デバイス用ガラ

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 


