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プロジェクト概要 

 
作成日 平成 20 年 8 月 22 日 

プログラム名 ナノテク・部材イノベーションプログラム  

プロジェクト名 三次元光デバイス高効率製造技術 プロジェクト番号 P06029 

担当推進部/担当者 ナノテクノロジー・材料技術開発部／坂井 数馬  

０．事業の概要 

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(H12～H17)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、ホログラム等の波面制御素子による空間光変調技術を確立

し、フェムト秒レーザーとの組合せによりガラス中に三次元造形を高精度かつ高速に一括形

成できる加工プロセス技術を開発する。またこの技術を用いて、具体的な光デバイスを作製

し、当該技術の有効性の確認と市場への早期参入のための基盤技術を確立する。 

今回開発を行う技術によって、光情報処理の基本デバイス（光スイッチ、光増幅器、合分

波）の開発が加速化されるとともに、近い将来には、集積化された光回路デバイスの実用化

が可能となり、中長期的な光技術の競争力の確保につながる。また、デジカメのレンズ等の

従来の光学デバイスの中に機能を付加することが可能となり、より高機能な性能を持つ部材

開発を加速する。 

具体的な事業内容は次のとおり、 

【研究項目①デバイス化加工用ガラス材料技術】 

【研究項目②三次元加工システム技術】 

【研究項目③三次元加工システム応用デバイス技術】 

 

Ⅰ．事業の位置付け・

必要性について 

【ＮＥＤＯが関与する意義】 

本プロジェクトで開発するホログラムを用いたガラス内部への加工技術は、ニューガラス

フォーラムが２００３年９月に国内の学会で初めて報告、以降、米国の国際学会でも報告する

等、我が国が世界をリードしているところであるが、将来における当該分野の競争力を確保

するためには、ガラス内部に数十ナノメートルオーダーで一括加工する技術を世界に先駆け

て確立することが必要であり、複数の研究機関及び企業の知見を集結する必要があるため、

民間企業の自主的な取り組みでは難しい。従って、ＮＥＤＯの関与により「産業化を視野に入

れた基盤技術の開発といった、市場原理のみでは、戦略的・効果的に達し得ない領域の研

究開発を、重点的に実施する（科学技術基本計画）」ことが必要である。 

【実施の効果 （費用対効果）】 

費用：【開発予算】に記載。 

効果：本プロジェクトの成果による民間需要創出効果（平成 27 年：2015 年）は 2015 年で約 1

千 300 億円、2020 年には 2 千億円を上回るものと考える。また、現プロジェクトでの本加工

システムの有効性の実証対象としている導波路型デバイスと光学デバイスの市場は、三次

元光デバイスの市場のほんの一部であり、そのマーケットは数兆円と見られている。従って、



  

 3

実証対象としているデバイス以外の市場での適用も考えられ、また材料としてガラス以外で

も使用できるために、新たなその他の大きな市場を期待でき、本プロジェクトの事業規模を

18.8 億円（平成１８年度から平成２２年度までの総予算額）としていることから、本プロジェクト

は投資より大きな需要を創出するものと見込まれる。 

 

【事業の背景・目的・位置付け】 

本プロジェクトは経済産業省が策定した「ナノテク・部材イノベーションプログラム」の情報

通信領域・光デバイス・三次元光デバイスに位置付けられ、製造業の国際競争力強化の為

のナノテクノロジーの確立に必要な共通基盤技術の開発に位置付けられている。 

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。 

また、「三次元光デバイス高効率製造技術」は総合科学技術会議において検討中の革新

的技術戦略における高速大容量通信網技術・オール光通信処理技術の一部として登録され

た。 

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。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

事業の目標 

平成22年度までに、ホログラム等の波面制御素子による空間光変調技術を確立し、ガラス

中に三次元造形を高精度に高速で一括に形成できるプロセス技術を開発する。この技術を

用いて、具体的な光デバイスを作製し、当該技術の有効性の確認と市場への早期参入のた

めの基盤技術を確立する。 

主な研究開発実施事項 Ｈ18fy Ｈ19fy Ｈ20fy Ｈ21fy Ｈ22fy 

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

三次元加工システム応用デバイス技

事業の計画内容 

成果とりまとめ 

会計・勘定 Ｈ18fy Ｈ19fy Ｈ20fy Ｈ21fy Ｈ22fy 総額 

一般会計 392 375 340 422 350 1879 

特別会計 
（電多・高度化・石油の別） 

      

開発予算 

（会計・勘定別に事

業費の実績額を

記載） 

（単位：百万円） 総予算額 392 375 340 422 350   1879 

経産省担当原課 製造産業局住宅産業窯業建材課 

運営機関 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

プロジェクトリーダー 国立大学法人 京都大学 平尾 一之教授 開発体制 

委託先（＊委託先が

管理法人の場合は参

加企業数も記載） 

国立大学法人京都大学 

浜松ホトニクス株式会社 

社団法人ニューガラスフォーラム 

 

 

情勢変化への対応 

・ 内閣府(総合科学技術会議)において検討中の革新的技術戦略（平成２０年４月１０日）に

おける高速大容量通信網技術－オール光通信処理技術－の一部として「三次元光デバイス

高効率製造技術」プロジェクトが登録された。この革新的技術により、スイッチ・経路処理を含

め、ネットワークのオール光化技術により、爆発的に増大する情報を処理可能とする一方で、

ネットワークにおける電力効率を数十倍程度向上した超高速基幹ネットークの構築が可能と

なる。また、次世代イーサネット規格等の国際標準の獲得をも目指した技術確立等により、我
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が国の国際競争力が強化される。 

これに対応すべく、三次元光デバイス高効率製造技術の研究開発を従来以上に活発に進

めていく。 

・ フェムト秒レーザー加工をより高性能化するには、レーザーの高出力化により異質相形成

のメカニズムを解明する必要があることが分かり、加速資金にて京大におけるフェムト秒レー

ザーの高出力化を行い、異質相形成のメカニズムの解明に役立たせた。 

・ 定期的に開催する研究推進・業務委員会にてその他の情勢変化やその対応を議論・検討

した。 

 

Ⅲ．研究開発成果に

ついて 

平成 20 年度中間目標を達成見込み。世界で初めての成果も得られており、今後特許化と

国際会議での発表を行なう。 

ホログラムによる三次元でのミクロンレベルの一括加工が可能であることが世界で初めて

実証された。 

以下に個別テーマ毎に記す。 

【研究項目①デバイス化加工用ガラス材料技術】 ［中間目標達成度：○］ 

〔共通〕 

 ①–(1)デバイス加工用ガラス材料技術共通目標 

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（ガラス材料依存性およ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、ヤング率およ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。さらに、本技術の検討

を通して、フェムト秒レーザー照射（100kHz 以上）により局所的な三次元イオン交換およびそ

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。 

〔デバイス用ガラス材料〕 

①-(2) 三次元光学デバイス用ガラス材料技術 

組成の異なる複数の光学ガラスに対して、集光レンズの種類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。 

①-(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、合成石英ガラスおよ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、

両者では熱拡散およ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。 

【研究項目②三次元加工システム技術】 ［中間目標達成度：◎］ 

〔加工システム〕：三次元加工（ガラス加工） 

②-(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構築

のために、システムの基本となる光学系と加工メカニズムの関連を調べ、三次元加工に必要

な基本情報を取得した。これ等を使って、下記の中間目標を達成した。 

・ガラス内部に直径 9±0.5µm の直線導波路を作製した。また、これに加えて曲線導波路を

作製した。 

・3 次元ガラス・ホログラムを用いて、ガラス内部に 1 辺が 60µm の立方体内に直径が

10µm 以下の 16 個以上の球状異質相を三次元で形成した。 

〔波面制御〕：ホログラム設計技術、ホログラムの作製技術 

研究項目「(1) 三次元加工システム技術」の研究開発には、研究項目「(2) 波面制御三次
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元加工システム技術」や「(3) 空間光変調器三次元加工システム技術」で開発するホログラ

ムの設計技術と作製技術を使用する。 

②-(2) 波面制御三次元加工システム技術 

ホログラムの設計に必要な環境として、高性能 CPU を搭載した計算機器による HPC(High 

Performance Computing)基盤システムを構築した。また、三次元ホログラムの新規な設計法

を考案し、これにより設計シミュレーションの高速化(従来比 10 倍以上)を確認した。この設計

結果を使用してガラス・ホログラムを作製した。作製には、電子線描画による製作工程を開発

した。以上で中間目標を達成した。 

②-(3) 空間光変調器三次元加工システム技術 

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、フェムト秒レーザーの繰返し周波数１kHz、パルス幅 100fs に対して 30GW/cm2 の耐光

性を達成した。変調速度は 30Hz で光位相変調度はπラジアンを得た。開発した LCOS-SLM

を内蔵した光波面制御モジュール実験機を作成し、同試作機開発のための評価をおこなっ

た。以上で中間目標を達成した。 

【研究項目③三次元加工システム応用デバイス技術】 ［中間目標達成度：○］ 

③-(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、中間目標を達

成した。 

③-(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。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。 

投 稿 論 「査読付き」１１件、「その他」５３件 

特  許 「出願済」８件、「登録」０件、「実施」０件（うち国際出願０件） 

Ⅳ．実用化の見通し

について 

(1) 三次元光学デバイス（光学ローパスフィルタ） 

モアレの低減が確認できた。一括加工化を進めると同時に、モアレ以外の光学特性をも含

めて実用化の観点から問題点の抽出を行い、問題が無ければ実用化の検討を行なってい

く。 

(2) 光インターコネクション 

研究項目「②三次元加工システム技術の②-1&2」で開発された直線異質相及び曲線異質

相を光インターコネクション用として発展させ、オール光通信処理技術のデバイスとしての実

用化への検討を進めていきたい。 

(3) 光結合器 

 研究項目「②三次元加工システム技術の②-1&2」で開発された直線異質相及び曲線異質

相を光結合器などとして発展させて、オール光通信処理技術のデバイスとしての実用化への

検討を進めていきたい。 

(4) LCOS-SLM 

 開発してきた LCOS-SLM で適応できる分野での実用化を検討する。 

(5) プロジェクトで開発してきた下記についても早期に市場に出るように努力したい。 

・ホログラムシミュレータ・ホログラム加工プロセス 

・三次元屈折率差測定機能付き形状測定器 

 

実施時期 平成２０年度 中間評価実施  Ⅴ．評価に関する事

項 実施時期 平成２３年度 事後評価実施予定 
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作成時期 １８年３月 制定 Ⅵ．基本計画に関す

る事項 
変更履歴 １８年６月 研究開発責任者の決定に伴い改訂 
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「三次元光デバイス高効率製造技術」プロジェクト全体の研究開発実施体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクトリーダー 

・所属 国立大学法人京都大学 

・役職名 教授 

・氏名 平尾 一之 

（社）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） 

・研究項目： 

①-1)デバイス加工用ガラス材

料共通技術、 

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、 

・出向元企業： 

ライトロン、フジノン、オハ

ラ、大日本印刷、ナルックス 

指示・協議 
 研究推進・業務委員会 

共同研究 

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 ・ ベ ン

チャープラザ南館） 

 

 

・研究項目： 

①-1)デバイス加工用

ガラス材料共通技術、 

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 

浜松ホトニクス株式会社 

・研究実施場所：中央研

究所（浜松）、豊岡製作

所（磐田）（但し、豊岡

製作所は平成 18 年 6 月～

平成 20 年 3月まで） 

 

・研究項目： 

②-3)空間光変調器三次元

加工システム技術 

経済産業省

出資 

委託 

ＮＥＤＯ技術開発機構 
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「三次元光デバイス高効率製造技術」（中間評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
フェムト秒レーザーを使用し、ガラスのマクロ構造にダメージを与えず異質相を

作り出すというコンセプトは、材料創製プロセスとして先進的かつ独創的である。

本研究開発テーマは、従来のナノガラスプロジェクトの成果を基に、さらに研究を

進展させ実用化を目指している。フェムト秒レーザー照射による変化の機構解明や

照射条件との関係など、基礎的な検討を実施し、ホログラムを適用した三次元光回

路デバイスへの応用展開を進めている。三次元光学デバイス用材料として、ガラス

は も相応しいのみならず、他のプロセスへの汎用性も高く波及効果の大きな技術

開発である。 

しかし、ホログラフィック一括加工により加工時間が短縮されるものの、実際の

光集積回路の作製に当たっては光スイッチなどのアクティブ素子を組み込む必要が

あり、その作製に求められる技術はローパスフィルタ等に求められる技術よりもか

なりの困難さが要求されると予想できる。 

ホログラフィック加工の研究開発と並行してその他の要素技術の開発も重要と考

える。 

オリジナリティが極めて高い技術なので、まだまだ新しい応用ポテンシャルが期

待できそうである。従って、ローパスフィルタや光インタコネクションなど競争の

激しい応用分野の実用化開発だけではなく、基礎的な技術開発にも注力して欲しい。 
 

２）今後に対する提言 
先進的であるが故に、まだその基礎的なメカニズムの詳細は必ずしも明確には

なっていない所が多い。フェムト秒レーザーの波長、パワー、パルス幅、偏光性と

ガラス材料との相互作用などの基礎的知見の研究を続け、出来る限り解明し、それ

をデバイス化に繋げるようなコンセプトで研究開発を行って欲しい。低損失光導波

路の一括加工は，実現に困難が予想される。多方面と連携するなどして、質の良い

情報の収集を行い，独創的なブレイクスルーに挑戦することを期待する。 

また、実用化研究については、製品仕様を明確にするとともに、他の代替技術と

の比較、国際標準化への取り組みも重要である。特に光インタコネクションは、将

来大きなマーケットを形成する分野であり、この技術を活かすためには、仕様の標

準化をタイミングよく行うべきである。その一方で、ローパスフィルタ、導波路デ

バイスなど現在既に市場に出ている製品の代替品開発は、量産化フェーズについて

はフィージビリティ研究にとどめるべきである。 
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２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 

ガラス内部のナノ・マイクロ加工技術における挑戦的なアプローチのひとつとし

て、ホログラムによる一括加工の試みは極めて重要である。先進的かつ汎用性の高

い技術開発であり、NEDO の事業としての妥当性には問題ない。また、当該技術の

持つ意味と達成の困難さを鑑みれば、NEDO が関与する必要性が大いにある。 

しかし、基本的にはフェムト秒レーザーとガラスという全く新しい組み合わせ技

術として世に問うべきであり、具体的な製品開発については出来るだけ企業の責任

で行うべきである。また、市場規模やコストについては、現時点では流動的であり、

実現性を強調する必要は無く、将来の市場へインパクトを与える基本特性を明確に

することが重要であろう。なお、プロジェクト後半部での、ターゲットとすべき光

学部品や汎用品の選択には、まだ検討の余地がある。 

 
２）研究開発マネジメントについて 

３次元加工技術として「一括ホログラム加工」を目標に掲げていることは妥当で

ある。計画の進捗度も予定より進んでいるのみならず、集中研と分散研の役割分担

もうまく言っている。PL の適切なリーダーシップのもと、各研究サイトとの連携

も取れており、良く機能している。 

しかし、現在参加している企業のみではなく、この技術に興味を持つ企業の仲間

を増やす努力をしてほしい。集中研では、あまり実用化を目指した製品開発のよう

な研究は、避けたほうが良い。むしろこの技術の持つ高いポテンシャルを極限まで

追求しておくほうが望ましい。出口イメージの例として、ローパスフィルタや光導

波路を挙げるのは良いが、これに固執すると技術そのもののポテンシャルが低下す

る可能性がある。また、すべてのデバイスが一括加工だけで作製できるわけではな

い。高度な機能を持たせた光集積回路の作製には他の技術の併用が不可欠なので、

ガラス組成の見直し、他の加工方法の併用などを検討する必要がある。 

 
３）研究開発成果について 
中間目標として、メカニズム解明、一定の屈折率差形成、導波路損失の低減、一

括加工への発展等の設定は妥当であり、おおむね達成できているものと評価する。 

レーザー照射により生じる変化の機構解明、ホログラムによる一括加工の原理確認

は、今後の進展のための基礎固めとして評価できる。また、NEDO 特別講座を約 80

数回程度開催しており、成果の普及も充分になされている。また、ナノグレィティ

ングや Si 析出など，派生的に生じた基礎的知見も，技術の裾野を広げる意味から

重要である。 

その一方で、当事者等自身も指摘しているように三次元加工システム応用デバイ

ス技術に関する達成度はその困難性のためかなり低い。また、光インタコネクショ
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ン分野への応用を意図するのであれば、どのような仕様が検討されているかについ

て、世界の標準化動向に目を向けるべきである。 
 
４）実用化の見通しについて 

化学的耐性、レーザー耐性が高いガラスを主な加工材料として用いている当該技

術は非常に多様性に富むので将来的に優位性があると考える。工業応用のみならず

生活品、芸術品まで広がることも期待される。出口イメージとしては、光学ローパ

スフィルタと光導波路が提案され検討されている。 

しかし、当該プロジェクトの 重要ターゲットである光集積回路についてはまだ

基礎研究の成果も不十分である。例えば、アクティブな素子を入れた複雑な光イン

ターコネクト光集積回路は、一括加工で作製できるとは思われないので、そこをど

う解決するのか検討する必要がある。更には、国際規格化等、標準整備に向けた見

通しは得られておらず、早急に対処する必要がある。 
 

 

 

 

 



  

 

個別テーマに関する評価 

 成果に関する評価 今後に対する提言 
 

 

 

 

 

 

 

デバイス化加

工用ガラス材

料技術 

フェムト秒レーザーによるガラスの構造変化とその機構解明

（屈折率変化、圧力波、熱拡散の伝搬）に成功している。合成石

英ガラス（シリカガラス）、ホウケイ酸塩ガラスを対象として、

レーザー照射条件と光損失との関係を明らかにし、0.1db/cm 以

下の光損失の導波路の形成に成功している。 

また、光学ローパスフィルタ用ガラス材料の開発では、目標の

Δn＞0.01 を超えており、目標を達成している。イオン交換現象

を用いての屈折率制御の可能性を見出しており、世界初の成果で

ある。偏波による依存性は新しい発見であり、さらなる応用展開

が期待できる。 

しかし、実際に使用されるガラスはホウケイ酸塩ガラスではな

いと予想されるので、その様な多成分系光学ガラスに対しても光

伝搬損失として 0.1dB/cm 以下を達成する必要があろう。 

フェムト秒レーザーにおいては、その照射条件と対象とするガラ

スの種類や組成に密接な関係がある。その一般法則を明らかに

し、どのような加工のときにはどのようなガラスを用いるべきか

を明らかにすることが重要と考える。また、レーザー照射軸への

異質相の伸びが何処まで抑えられるかが課題である。さらに光イ

ンタコネクションへの応用を指向するのであれば、現在標準化を

検討している機関との対話が必要である。 

 

異質相の創成は、まだその基礎的な

メカニズムの詳細が必ずしも明確には

なっていない。特に異質相の実態、形

成メカニズム等についてさらに深く解

明して頂きたい。画期的な技術の端緒

を見いだしたときには、目標に縛られ

ずその研究の比重を増すほうが、結果

として大きなアウトプットを産むと考

える。フェムト秒レーザーによるガラ

ス中への異質相創成時に生じる偏波依

存性が強く出ることをもっと積極的に

利用する方法もあるので、偏波制御、

アイソレータなど光部品への可能性も

検討してほしい。基礎的な新しい機能

の発現や物性研究については、開発を

増強すべきであるが、応用製品につい

ては、フィージビリティ研究にとどめ

るのが望ましい。 
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 成果に関する評価 今後に対する提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三次元加工シ

ステム技術 

フェムト秒レーザーを用いてホログラムで一挙にガラス中に

書き込む技術の実用化の可能性を見出したことは、特筆に価す

る。ホログラム作製技術において、設計時間を従来の 10 分の 1

に短縮し、ホログラム製造期間を大幅に短縮した点が大きな成

果として評価できる。さらに、変調速度 30Hz、ピークパワー

30GW/cm2 の耐光性のフェムト秒レーザー対応型の液晶波面制御

モジュールの開発に成功したことを評価する。 

しかし、空間制御三次元加工システム技術に関しては、分解

能と応答速度とレーザー耐性を製品化レベルまで高める必要が

ある。 

ホログラムを用いた一括加工では、

その到達可能な加工性能を明らかにす

ることが重要である。例えば、高速加

工の理論的もしくは実用上の限界を探

求し、明示することもその一つであ

る。また、ガラスには加工技術等で

の、波面制御モジュールでは、耐光性

等の点で解決すべき課題が残ってい

る。 

ローパスフィルタ、光導波路は１つ

のフィージビリティ研究として割り

切って、この技術の持つ高いポテン

シャルを引き出す方向へシフトしてほ

しい。バイナリーレンズ（光ディスク

応用、波長無依存光部品）、エバネッセ

ント波センサなどは、もっと容易に実

現できそうである。むしろ、広い応用

分野を視野に入れて、多くの技術者、

専門家に周知し、興味を持ってもらう

ことが重要である。基本的技術が確認

できたものについては、民間活力でさ

らに発展させるべきである。具体的な

製品仕様にかかわる開発まで公的な資

金が必要だとは思わない。 
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 成果に関する評価 今後に対する提言 

三次元加工

システム応

用デバイス

技術 

光学ローパスフィルタの設計と試作による基本動作の確認が

出来ており、光学デバイスとしての中間目標は達成している。 
しかし、ローパスフィルタでは市販品との総合的比較が必要

である。また、一括照射によるシングルモード直線導波路の形

成は可能であることが示されたが、三次元光回路に不可欠な光

伝搬損失の評価はまだできていない。一般的な光導波路デバイ

ス作製技術との比較（利点と課題）も示して欲しい。 

 

三次元光回路導波路デバイス技術に

おいて、各要素技術の有機的な連携、

当該デバイス実現に向けて何が重要な

のかの選別、重点の置き方に注意を払

い、成功すべく努力することを希望す

る。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

 

1.9

2.6

2.1

2.7

0.0 1.0 2.0 3.0

(4)実用化の見通し        

(3)研究開発成果　　　　　

(2)研究開発マネジメント　

(1)事業の位置付け・必要性

平均値

 

 
評価項目 平均値             素 点 （注１） 

１．事業の位置付け・必要性 2.7 Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

２．研究開発マネジメント 2.1 Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

３．研究開発成果 2.6 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

４．実用化の見通し 1.9 Ａ Ｂ Ｄ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

（注）Ａ= 3，Ｂ= 2，Ｃ= 1，Ｄ= 0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 

＜判定基準＞ 
(1) 事業の位置付け・必要性について  (3) 研究開発成果について 

・非常に重要         →Ａ  ・非常によい         →Ａ 
・重要            →Ｂ  ・よい            →Ｂ 
・概ね妥当          →Ｃ  ・概ね妥当          →Ｃ 
・妥当性がない、又は失われた →Ｄ  ・妥当とはいえない      →Ｄ 

(2) 研究開発マネジメントについて   (4) 実用化の見通しについて 
・非常によい         →Ａ  ・非常に明確    →Ａ 
・よい            →Ｂ  ・明確        →Ｂ 
・概ね適切          →Ｃ  ・概ね明確    →Ｃ 
・適切とはいえない      →Ｄ  ・見通しが不明        →Ｄ 
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評点結果〔個別テーマ〕 

①デバイス化加工用ガラス材料技術

2.9

0.0 1.0 2.0 3.0

１．研究開発成果　　　

平均値

 
②三次元加工システム技術 

2.6

0.0 1.0 2.0 3.0

１．研究開発成果　　　

平均値

 
 
③三次元加工システム応用デバイス技術 

1.9

0.0 1.0 2.0 3.0

１．研究開発成果　　　

平均値
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 個別テーマ 平均値 素点（注２） 

①デバイス化加工用ガラス材料技術 

 １．研究開発成果 2.9 A A A A A B A
②三次元加工システム技術 

 １．研究開発成果 2.6 B A A A A B B
③三次元加工システム応用デバイス技術 

 １．研究開発成果 1.9 B B B A B D B
（注）A= 3，B= 2，C= 1，D= 0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 

＜判定基準＞ 

(1) 研究開発成果について        
・非常によい         →Ａ  
・よい            →Ｂ  
・概ね妥当          →Ｃ  
・妥当とはいえない      →Ｄ  

 

 


