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Ｐ０６０２９ 

（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） 

｢三次元光デバイス高効率製造技術｣基本計画 

 

ナノテクノロジー・材料技術開発部 

１．研究開発の目的、内容及び目標 

(1) 研究開発の目的 

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。 

ガラスは社会の広範な分野で欠かせない基幹材料となっており、情報通信の超高速大容量

化や各種機器の小型・軽量化、省エネ化等のニーズに対応するためには、今後ますます高

機能化が求められる。ガラスは結晶材料に比べ、組成の選択範囲が連続的で広く、かつ構

造の自由度が大きい。このため組成と構造の多くの組み合わせが可能で、それに伴い種々

の潜在的特性・機能があると考えられる。しかし従来技術は、組成の制御と熱処理等、マ

クロな構造制御に終始しており、ごく一部の特性や機能しか実現できていない。ガラスが

本来有している潜在的な特性や機能を有効に引き出すためには、ガラス母材とはその物性

の異なった異質相をガラス内部に作製し積極的に新たな機能をガラスに誘起する必要があ

る。このような基盤技術の開発は「ナノガラス技術」プロジェクトで実施されてきた。 

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。 

また本プロジェクトで開発しようとする技術は、ナノテクノロジー技術戦略マップの光デ

バイス分野における「光導波路／光伝送／合分波」の「簡易作成法・実装法による光導波

路作製技術」に適用され得るものであり、さらに「三次元造形／光加工」の「フェムト秒

レーザーによる三次元加工」としても位置付けられている。 

本技術の確立により、情報通信、ライフサイエンス、環境、エネルギー等の広範な分野に

おいて、従来技術では実現できなかった新しい機能を持つ光学デバイス等の創造が期待さ

れる。また本技術はガラスのみならず有機材料や半導体材料へも適用可能であり、将来、

幅広い産業分野で利用される製造技術となることが見込まれる。 

  

(2) 研究開発の目標 

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
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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。 

(3) 研究開発内容 

上記目標を達成するために、以下の研究項目について、別紙の研究開発計画に基づき研究

開発を実施する。 

① デバイス化加工用ガラス材料技術 

② 三次元加工システム技術 

③ 三次元加工システム応用デバイス技術 

 

２．研究開発の実施方式 

(1) 研究開発の実施体制 

本研究開発は、ＮＥＤＯ技術開発機構が、単独ないし複数の原則、本邦の企業、研究組合、

公益法人等の研究機関（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外企業

の特別な研究開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点からの国外企業と

の連携が必要な場合はこの限りではない。）から公募によって研究開発実施者を選定後、共

同研究契約等を締結する研究体を構築し、委託して実施する。 

共同研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの最大限の

活用により効率的な研究開発の推進を図る観点から、研究体には研究開発責任者（プロジ

ェクトリーダー）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

尾一之を置き、その下に研究者を可能な限り結集して効果的な研究開発を実施する。 

 

(2) 研究開発の運営管理 

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、経済産業省および研究開発

責任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的および目標、並びに、本研究開発の目的

およ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他、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。 

３．研究開発の実施期間 

 平成１８年度から平成２２年度までの５年間とする。 

 

 

４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、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

の技術的意義ならびに将来の産業へ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年度、事後評価を平成２３年度に実施する。また、中間評価結果を踏まえ必要
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に応じプロジェクトの加速・縮小・中止等見直しを迅速に行う。なお、評価の時期については、

当該研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、

適宜見直すものとする。 

 

５．その他の重要事項 

(1) 研究開発成果の取扱い 

①共通基盤技術の形成に資する成果の普及 

得られた研究成果のうち、下記共通基盤技術に係る研究開発成果については、ＮＥＤＯ

技術開発機構、実施者とも普及に努めるものとする。 

ａ）実現手法の確立、体系的整理 

ｂ）新たな特性データの取得・整備 

ｃ）試験・評価方法、ツールの提供 

ｄ）標準（デファクトスタンダードを含む）への提案、取得 

②知的基盤整備事業又は標準化等との連携 

得られた研究開発の成果については、知的基盤整備または標準化等との連携を図るため、

データベースへのデータの提供、標準情報（ＴＲ）制度への提案等を積極的に行う。 

③知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第 26 条の規定等に基づき、原

則として、すべて委託先に帰属させることとする。 

④成果の供試・開示の報告 

本研究によって得られたあらゆる知的財産、また本研究の過程または成果に基づき開発

したプログラム、サンプルも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。 

 

(2) 基本計画の変更 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内

外の研究開発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点からの評価結果、

研究開発費の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期

間、研究開発体制等、基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 

 

(3) 根拠法 

 本プロジェクトは、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号に基づき実施する。 

 

(4) その他 
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「ナノテク・部材イノベーションプログラム」で実施される他のプロジェクトと連携を図

りつつ実施することとする。 

 
６．基本計画の改訂履歴 
（１）平成１８年３月 制定。 
（２）平成１８年６月、研究開発責任者（プロジェクトリーダー）の決定に伴い改訂。 
（３）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、「（１）研究開

発の目的」の記載を改訂。 
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（別紙）研究開発計画 

研究項目①「デバイス化加工用ガラス材料技術」 

 

１．研究開発の必要性 

ガラスの原子・分子レベルの構造を制御すれば、従来のマクロな構造制御では実現できなか

った、ガラス材料の光学的、電磁気的、機械的及び化学的等の優れた特性や機能を、有効に引

き出すことが期待できる。 

そのために、従来のマクロな構造制御とは異なった新たな手法、つまり、外部場（光、イオ

ン、電子、電界、熱及び圧力等）をガラス材料に作用させることによって、母材の組成変化を

起こさずに、１～数百 nm レベルの屈折率を変えた領域（以下において異質相と呼ぶ）の形状

と配列を適正に制御することが可能となる。外部場の例としては、フェムト秒レーザーやイオ

ンや電子ビーム等が挙げられる。従って、これらの外部場と相互作用を効率よく行えるガラス

材料が必要となる。一方、このような材料で作製するデバイスに使用できることが必須の条件

となる。例えば、光学デバイスにあっては、可視光での光に対して透明であることが必須であ

る。また、光通信用の光デバイスにあっては、波長が１．２から１．７μｍの通信帯域で光情

報を低伝播損失で伝送できることが重要である。 

従って、このようなデバイスから要求されるガラス母材と上述の各種外部場で異質相が形成

できる材料とが一致する必要がある。このようなデバイスに適したガラス材料を作製する必要

がある。本研究では、世の中で広範囲に使用され適用範囲の広いと考えられる光学デバイスと

光導波路の作製に適した材料を開発する。 

 

２. 具体的研究内容 

研究項目③「三次元加工システム応用デバイス技術」と連携をとりながら研究を進める。具

体的には、光学デバイスの代表的な光学ローパスフィルタと光回路デバイスの代表的な光回路

導波路デバイスを作製するために必要なガラス材料を開発する。 

 

(1) 三次元光学デバイス用ガラス材料技術 

・光学ローパスフィルタを目標として、この実現に必要な光学デバイス用ガラス材料を開

発する。 

・研究項目②～③に適した「高精度で高速加工」が可能なガラス材料を開発する。 

 

(2) 三次元光回路導波路デバイス用ガラス材料技術 

・三次元光回路導波路デバイスの基本回路である導波路とその三次元化応用デバイスであ

る光カプラ（スプリッタ）導波路デバイスを目標として、この実現に必要な光回路デバイ

ス用ガラス材料を開発する。 

・研究項目②～③に適した「高精度で高速加工」が可能なガラス材料を開発する。 

 

３. 達成目標 
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三次元光学デバイスの作製は、ガラス内部に三次元的に異質相を作製することにより形成され

る。異質相の三次元形状は、従来フェムト秒レーザーの照射スポットを三次元的に移動させな

がらガラス内部に作製された。本研究開発ではレーザーの照射スポットによる点描に代えて、

ホログラム等を使用した一括照射で三次元造形を一度の照射で高速に行うものである。その結

果として精度のよい三次元造形を低コストで実現できる技術を開発する。以下においては、こ

の技術を試用するデバイス用ガラスの開発に関するものである。 

 

(1) デバイス加工用ガラス材料技術共通目標 

異質相形成の閾値、速度やサイズのガラス材料依存性を系統的に調べ、データの体系化を行

う。 

 

(2) 三次元光学デバイス用ガラス材料技術 

（最終達成目標） 

三次元光学デバイスの機能発現のために、可視光領域（４００ｎｍ～７６０ｎｍ）でガラス

母材と異質相との屈折率差を０．０１５以上取れる透明な光学ガラス材料を開発する。 

（中間達成目標） 

可視光領域（４００ｎｍ～７６０ｎｍ）でガラス母材と異質相との屈折率差を０．０１以上

取れる透明な光学ガラス材料を開発する。 

 

(3) 三次元光回路導波路デバイス用ガラス材料技術 

（最終達成目標） 

三次元光回路導波路デバイスの作製において最も重要な基本回路の一つである光導波路を、

ガラス内部に本プロジェクトで開発する三次元加工システムで、シングルモードでの光伝播損

失として０．１ｄＢ／ｃｍ 以下（導波路サイズ：直径９μｍ以下、波長：１．５５μｍ）を

達成できるガラス材料を開発する。 

（中間達成目標） 

レーザー照射条件（パルスエネルギー，繰り返し周波数，波長等）の最適化により、直線導

波路における主損失要因である散乱と構造不整による損失低減化を実施することで、光伝搬損

失：０．１ｄＢ／ｃｍ以下の直線導波路が作製可能なガラス材料を選定する。 
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（別紙）研究開発計画 

研究項目②「三次元加工システム技術」 

 

１. 研究開発の必要性 

ガラス中に、大きさが 1～数百 nm レベルの異質相の形状と配列を適正に制御して構造化（高

次構造）することにより、高強度等の機械的特性、新しい概念の光学デバイス、低伝送損失等

の光学的特性機能をガラスに付与することが可能となる。例えば、塑性変形により応力緩和し

やすい異質相等をガラス中に形成すれば、透明性を損なうことなく高破壊靱性等優れた機械的

特性を発現させられる。また、屈折率が母材と異なる異質相を光の波長の数倍から数十倍の大

きさで形成すれば新規な光学デバイスを形成することが可能となる。更に、光の波長程度で周

期的に配列すれば、光の回折効果等が発現する微小な人工的光結晶となる。 

これらの高次構造制御されたガラス材料を作製するためには、ガラス表面及び内部に、光学

的あるいは機械的特性の異なる相を高精度に周期的に形成する技術を開発する必要があり、こ

れらはナノガラス技術で研究を進めてきた。異質相の作製はレーザーパルスの逐次照射で行な

われていたため、形成された異質相の形状精度が悪く、また形成に多大な時間が必要であり、

生産技術としては使用できない状況であった。これらの問題を解決するために、本技術の開発

が必要となった。 

 

２. 具体的研究内容 

(1) 波面制御三次元加工システム技術 

フェムト秒レーザー照射によりガラス内部に各種デバイスを、高精度で高速に作製するに

はホログラムを使用して一括で異質相を形成する方法が有効である。これにより、従来の

逐次形成法に比べて高精度で高速に三次元的に異質相を形成することが可能となる。この

ための高精度三次元加工システムに必要な光学系、波面制御素子設計用シミュレータ、形

状計測技術、等を開発する。 

 

(2) 空間光変調器三次元加工システム技術 

フェムト秒レーザー照射によりガラス内部に各種デバイスを作成する場合、三次元造形を

重ねて順次形状を変化させながら作製する必要が生じる。この場合に有効な造形パターン

を順次変更できる可変型の三次元加工システムが必要となる。これに必要な光学系、位相

変調型液晶空間光変調器、空間光変調器を用いた位相変調技術、等を開発する。 

 

３. 達成目標 

(1)三次元加工システム技術目標 

（最終達成目標） 

従来のフェムト秒レーザーによるガラス内部の三次元加工は、レーザー光を一点に集光させ、

試料を置いたステージの三次元移動によって行っていた。本手法は、ステージの移動による三

次元加工ではなくホログラム等による波面制御により一括で三次元造形を行うもので、レーザ
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ーの照射エネルギーを有効に使用でき、従来比１００倍以上の高速加工を実現する。 

具体的には、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個以上形成する。 

（中間達成目標） 

 加工形状寸法として、直線導波路で直径９μｍの加工を確認する。また、その加工精度とし

て、０．９μｍを確認する。 

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層以上形成し、三次元基本加工機能を確認する。 

 

(2) 波面制御三次元加工システム技術 

（最終達成目標） 

加工精度として４０ｎｍ以下を実現する。また、波面制御素子を従来に比べて１０倍以上の

高速で設計ができる技術を開発する。なお、従来技術では６４万画素での処理におよそ１００

時間が必要である。 

（中間達成目標） 

波面制御素子を従来に比べて３倍以上の高速で設計できる技術を開発する。 

 

(3) 空間光変調器三次元加工システム技術 

（最終達成目標） 

空間光変調による波面制御をより細かく行うため、従来５万画素であった光変調器に対して

４５万画素以上に高精細化する。加工時間を短縮するために現状で１０Ｈｚの変調速度を５０

Ｈｚに高める。光位相変調度として２πラジアン以上を実現すると同時に０から２πまでの中

間値を制御できることとする。および、耐光性としては、ピークパワーで５０ＧＷ／ｃｍ２（１

００ｆｓ、１ｋＨｚ）を達成する。 

（中間達成目標） 

変調速度を３０Ｈｚに高め、光位相変調度としてπラジアン以上を確認する。耐光性として、

３０ＧＷ／ｃｍ２（１００ｆｓ、１ｋＨｚ）を達成する。 
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（別紙）研究開発計画 

研究項目③「三次元加工システム応用デバイス技術」 

 

１．研究開発の必要性 

本プロジェクトで開発する研究項目②「三次元加工システム技術」が実際のデバイスを作製

する際に、その高精細度と高速加工性能が有効であるかを調べる必要がある。本研究項目では

これらの点を実際に以下の二種のデバイスを作製し確認する。 

 

２．具体的研究内容 

(1) 三次元光学デバイス技術 

屈折率が母材と異なる異質相を、フェムト秒レーザー照射等によって母材の表面に、並びに、

母材の内部に、二次元あるいは三次元状に周期的に、微細、高精度で高速に形成する技術を開

発する。これにより超薄型で、低コストで製作可能な光学ローパスフィルタを試作し、本三次

元加工システムの有効性を確認する。 

 

(2) 三次元光回路導波路デバイス技術 

ガラスの中に導波路やそれらの結合した三次元光回路導波路デバイスの一例として光カプ

ラ（スプリッタ）導波路をフェムト秒レーザー照射で作製し、本三次元加工システムが光回路

デバイスの作製に有効であることを確認する。 

 

３．達成目標 

(1) 三次元光学デバイス技術 

（最終達成目標） 

従来の光学ローパスフィルタは３枚の水晶と位相板から構成されており、数ｍｍから１０ｍ

ｍの厚さを持つ。１枚の水晶は光軸を２軸に分離し、一方向のみのフィルタリングしか行わな

い。上下左右のフィルタリングを行うために直行する２枚の水晶を使用し、且つ偏光特性を修

正するために位相板を必要とする。 

本研究開発では、一括照射で２．５ｍｍ角以上の領域に異質相を形成し、フィルタリング方

向の無依存性を確認する。これにより、光学ローパスフィルタ機能を、従来の３枚から１枚に

削減し、フィルタ厚０．３ｍｍ以下の光学ローパスフィルタを実現する。また、従来のローパ

スフィルタに使用されている水晶での２光軸同士の開き角度は、０．２３６°であり、本フィ

ルタではこれ以上の開き角度を実現する。また解像度を維持し、モアレを抑制することを確認

する。 

 

（中間達成目標） 

光学シミュレーションにより、方向無依存機能を達成するための形状を検討する。また、こ

の検討に基づき、多点描画にて光学ローパスフィルタ形状を試作し、方向無依存性を確認し、

フィルタ枚数を従来の３枚から１枚にできることを確認する。 
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(2) 三次元光回路導波路デバイス技術 

（最終達成目標） 

 三次元光回路導波路デバイスの作製において最も重要な基本回路の一つは、光導波路である。

光導波路は、異質相をガラス内部に作製することにより実現できる。異質相の形状は適用デバ

イスにより異なり種々雑多であるが基本的なものは直線導波路である。そこで、基本的な直線

導波路として、シングルモードで光伝播損失：０．１ｄＢ／ｃｍ 以下（導波路サイズ：直径

９μｍ以下、波長：１．５５μｍ）を開発する。また、本加工システムの加工機能・性能を確

認するために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）導波路につい

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

が作製可能であることを確かめる。 

（中間達成目標） 

開発したガラス材料に、波面制御法での直線導波路描画検討を行い、光伝搬損失：０．１ｄ

Ｂ／ｃｍ以下のシングルモード直線導波路が作製可能であることを実証する。 

同時に波面描画法の留意点や問題点の抽出を行い、三次元加工システム技術の開発へフィード

バックさせる。 

以上 


