(19)日本国特許庁（ＪＰ）

(12)

公開特許公報（Ａ）

(11)特許出願公開番号

特開2001−91777
(43)公開日
(51)Int.Cl.
G02B

７

識別記号

6/13

ＦＩ
G02F

6/12
G02F

1/355

（Ｐ２００１−９１７７７Ａ）
平成13年４月６日(2001.4.6)

G02B

テーマコート゛ (参考)
1/355

2H047

1/361

2K002

6/12

M

1/361

N
審査請求 有

(21)出願番号

特願平11−263750

(22)出願日

平成11年９月17日(1999.9.17)

(71)出願人

請求項の数７

ＯＬ （全６頁）

390002901
科学技術庁金属材料技術研究所長
茨城県つくば市千現一丁目２番１号

(72)発明者

長谷 正司
茨城県つくば市千現１丁目２番１号

科学

技術庁金属材料技術研究所内
(72)発明者

江頭 満
茨城県つくば市千現１丁目２番１号

科学

技術庁金属材料技術研究所内
(72)発明者

新谷 紀雄
茨城県つくば市千現１丁目２番１号
技術庁金属材料技術研究所内

Ｆターム(参考)

2H047 KA03 PA00 PA28 QA05
2K002 AA04 AB40 CA06 HA13

(54)【発明の名称】フォトニック結晶の作製方法
(57)【要約】
【課題】

短時間で容易にフォトニック結晶の大量生産

が可能となる新しいフォトニック結晶作製方法を提供す
る。
【解決手段】光の波長程度の間隔で開けられた複数の円
筒状の孔（１）を持つ鋳型（２）を用いて液状高分子あ
るいは粒子を分散させた液状高分子（４）をキャスティ
ングすることによりフォトニック結晶（５）を作製す
る。

科学
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【特許請求の範囲】

定の波長の光を遮断する性質をもつフォトニック結晶

【請求項１】

光の波長程度の間隔で開けられた複数の

は、ガス検知システム、微小３次元光回路、非線型光学

円筒状の孔を持つ鋳型に対して結晶形成物質をキャステ

デバイス、高性能発光デバイスなどの材料として、幅広

ィングして、鋳型の前記孔に対応した複数の突起が形成

い分野への応用が期待されている。しかし、このような

された結晶体を作製することを特徴とするキャスティン

フォトニック結晶の作製は、光の波長程度の周期性を持

グによるフォトニック結晶の作製方法。

つ微細な構造とすることが必要であることから実際的に

【請求項２】

請求項１記載のフォトニック結晶の作製

容易ではなく、実際にも非常に手間が掛かることから、

方法であって、２次元の周期的な間隔で格子状に配列さ

フォトニック結晶の各種工業分野への応用が妨げられて

れ、かつ、間隔が光の波長程度である複数の円筒状の孔
を持つ金属製の鋳型に、液状高分子あるいは粒子を分散

いた。このため、より実用的で、実際的にフォトニック
10

結晶の大量生産が可能となるような作製方法の実現が望

させた液状高分子を注型硬化させてその後鋳型から脱離

まれてきた。

するか、あるいは注型硬化後に鋳型の金属を酸で溶解す

【０００３】この出願の発明は、以上の通りの事情に鑑

ることにより、硬化した高分子を取り出すことを特徴と

みてなされたものであり、短時間で容易にフォトニック

するフォトニック結晶の作製方法。

結晶の大量生産が可能となる新しいフォトニック結晶作

【請求項３】

製方法を提供することを課題としている。

請求項１記載のフォトニック結晶の作製

方法であって、２次元周期的な間隔で格子状に配列さ

【０００４】

れ、かつ、格子の間隔が光の波長程度であり、さらに、

【課題を解決するための手段】この出願の発明は、上記

間隔の２次元周期性の一部が欠けている複数の円筒状の

の課題を解決するものとして、第１には、光の波長程度

孔を持つ金属製の鋳型に、液状高分子あるいは粒子を分

の間隔で開けられた複数の円筒状の孔を持つ鋳型を用い

散させた液状高分子を注型硬化させてその後鋳型から脱
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たキャスティングによるフォトニック結晶作製方法を提

離するか、あるいは注型硬化後に鋳型の金属を酸で溶解

供する。また、この出願の発明は、第２には、２次元の

することにより、硬化した高分子を取り出すことを特徴

周期的な間隔で格子状に配列され、かつ、間隔が光の波

とするフォトニック結晶の作製方法。

長程度である複数の円筒状の孔を持つ金属製の鋳型に、

【請求項４】

金属板にレーザー光を照射し、複数の円

液状高分子あるいは粒子を分散させた液状高分子を注型

筒状の孔を開けることにより金属製の鋳型を作製し、こ

硬化させてその後鋳型から脱離するか、あるいは注型硬

の鋳型を用いてキャスティングを行うことを特徴とする

化後に鋳型の金属を酸で溶解することにより、硬化した

請求項１ないし３のいずれかのフォトニック結晶の作製

高分子を取り出すことを特徴とする前記の作製方法をは

方法。

じめ、第３には、２次元周期的な間隔で格子状に配列さ

【請求項５】

請求項１ないし４のいずれかのフォトニ

ック結晶の作製方法により作製されたフォトニック結晶

れ、かつ、格子の間隔が光の波長程度であり、さらに、
30

間隔の２次元周期性の一部が欠けている複数の円筒状の

を金属で被覆することを特徴とするフォトニック結晶の

孔を持つ金属製の鋳型に、液状高分子あるいは粒子を分

作製方法。

散させた液状高分子を注型硬化させてその後鋳型から脱

【請求項６】

請求項１ないし５のいずれかのフォトニ

離するか、あるいは注型硬化後に鋳型の金属を酸で溶解

ック結晶の作製方法によって作製されたフォトニック結

することにより、硬化した高分子を取り出すことを特徴

晶。

とする方法を、第４には、金属板にレーザー光を照射

【請求項７】

欠陥を有するフォトニック結晶を用いて

し、複数の円筒状の孔を開けることにより金属製の鋳型

検知対象であるガスが強く吸収する波長の光のみを連続

を作製し、この鋳型を用いてキャスティングを行うこと

光から抽出し、抽出された光をガスに照射し透過光強度

を特徴とする方法を、第５には、上記のフォトニック結

を測定することによりガスの定量分析を行うことを特徴
とするガス定量分析方法。

晶作製方法により作製されたフォトニック結晶を金属で
40

被覆することを特徴とするフォトニック結晶作製方法も

【発明の詳細な説明】

提供する。

【０００１】

【０００５】そして、この出願の発明は、第６には、上

【発明の属する技術分野】この出願の発明は、フォトニ

記のフォトニック結晶作製方法によって作製されたフォ

ック結晶作製方法に関するものである。さらに詳しく

トニック結晶も提供する。さらに、この出願の発明にお

は、この出願の発明は、短時間で容易に大量生産をも可

いては、欠陥を有するフォトニック結晶を用いて検知対

能とする新しいフォトニック結晶の作製方法に関するも

象であるガスが強く吸収する波長の光のみを連続光から

のである。

抽出し、抽出された光をガスに照射し透過光強度を測定

【０００２】

することによりガスの定量分析を行うことを特徴とする

【従来の技術とその課題】誘電率に光の波長程度の周期

ガス定量分析方法をも提供する。

性を持つ構造体として、その誘電率や周期性に応じて特
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【０００６】
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【発明実施の形態】この出願の発明は、上記のとおりの

て、配列の欠陥に相当する部分には孔を掘らない。

特徴をもつものであるが、以下にその実施の形態につい

【００１０】図３は、キャスティングにより作製したフ

て説明する。この出願の発明のフォトニック結晶作製方

ォトニック結晶（１０）を金属（１１）で被覆したもの

法は、光の波長程度の微細な間隔で並んだ円筒状の孔を

を示す概略図である。金属（１１）の被覆層の厚みを光

持つ鋳型を用いて、キャスティングによりフォトニック

の侵入長よりも大きくすることで、金属（１１）のみで

結晶を作製するものである。例えば、金属板に光の波長

作製されたフォトニック結晶と同等な光学的性質を持つ

程度の間隔で並んだ円筒状の孔を掘って鋳型とし、円筒

フォトニック結晶を作製することが可能となる。フォト

状の孔に液状高分子あるいは粒子を分散させた液状高分

ニック結晶を構成する柱の材質、直径、長さ、配列格子

子を流し込んで成型し、液状高分子あるいは粒子を分散
させた液状高分子が硬化した後、鋳型から脱離する。あ

の形状の設定により、様々な性質を持つフォトニック結
10

晶が作製される。さらには、任意の欠陥を導入すること

るいは硬化後に、鋳型の金属板を酸で溶かすことにより

により、部分的に特定の波長の光を透過させることも可

硬化した高分子を取り出す。鋳型から取り出された硬化

能となる。

した高分子は、不要な部分を切り取られ、フォトニック

【００１１】さらに、この出願の発明のフォトニック結

結晶として成型される。作製されたフォトニック結晶は

晶作製方法により作製される欠陥を導入したフォトニッ

複数の柱から構成され、この柱は原則的には２次元周期

ク結晶を用いて、ガスの検知および定量が可能となる。

的な格子構造を持つ。

フォトニック結晶により検知対象となるガスが強く吸収

【０００７】具体的には、例えば図１に示したように、

する波長の光のみを連続光から抽出し、この抽出光をガ

光の波長程度の微細な間隔で並んでいる円筒状の孔

スサンプルに照射し透過光強度を測定することにより、

（１）を持つ鋳型（２）を容器（３）中に配置し、液状

ガスの定量分析を行うことが可能となり、ガス検知シス

高分子あるいは粒子を分散させた液状高分子（４）を流
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テムへの応用が可能である。

し込んで成型する。ただし、円筒状の孔（１）は、鋳型

【００１２】この出願の発明は、以上の特徴を持つもの

（２）を貫通していない。液状高分子あるいは粒子を分

であるが、以下に実施例を示し、さらに具体的に説明す

散させた液状高分子（４）の硬化後、鋳型（２）と容器

る。

（３）を取り去ることで、フォトニック結晶（５）が作

【００１３】

製される。同様に、光の波長程度の微細な間隔で並ん

【実施例】実施例１

だ、円筒状の孔（６）を持つ鋳型（７）を容器（８）中

この出願の発明のフォトニック結晶作製方法により、フ

に配置し、液状高分子あるいは粒子を分散させた液状高

ォトニック結晶を作製した。まず、絞ったＮｄ：ＹＡＧ

分子（９）を流し込んで成型してもよい。ただし、円筒

レーザー光を銅板表面に垂直に照射して、孔を掘り、鋳

状の孔（６）は、鋳型（７）を貫通している。液状高分

型を作製した。レーザーの波長は５３２ｎｍ（２次高調

子あるいは粒子を分散させた液状高分子（９）の硬化

30

波）、パルス幅は１３ｎｓ、１パルスあたりのエネルギ

後、鋳型（７）と容器（８）を取り去ることでも、フォ

ーは０．７ｍＪ、繰り返し周期は３００Ｈｚであり、１

トニック結晶（５）が作製される。

つの穴を掘るのに９９９パルスのレーザー照射を行っ

【０００８】鋳型の円筒状の孔は、原則的には２次元周

た。孔の総数は６８８個であった。

期的に掘られる。円筒状の孔の空間的な周期は、作製さ

【００１４】次いで、銅板を容器に配置し、容器に液状

れるフォトニック結晶による制御の対象となる光の波長

のエポキシ樹脂を流し込んだ。その後、容器を真空装置

程度に適宜設定される。孔の直径は波長の数分の１程

内に入れ真空引きし、孔中にエポキシ樹脂を注入した。

度、また、孔の深さは孔の直径の１０倍以上に設定され

真空装置から取り出して温度を上昇させエポキシ樹脂を

る。鋳型は、例えば、金属板にレーザー光を照射し円筒

熱硬化した。その後、硬化したエポキシ樹脂を容器から

状の孔を掘ることにより作製される。
【０００９】この出願の発明のフォトニック結晶を構成

取り出して、硝酸に浸して銅のみを溶解し、エポキシ樹
40

脂のみを抽出した。さらに、硬化したエポキシ樹脂の不

する柱は、前述の通り、原則的には２次元周期的な格子

要部分を切り取り、フォトニック結晶として成型した。

構造を持つものであるが、欠陥を導入することも可能で

【００１５】図４は、作製されたフォトニック結晶を示

ある。例えば、図２に示すように、フォトニック結晶を

す電子顕微鏡写真である。（ａ）は真上から、（ｂ）は

構成する正方格子状に配列する柱の内の１列を欠落させ

上方４５度から、（ｃ）は真横から撮影したものであ

ることにより、この柱の欠落した部分にだけ、特定の波

る。結晶を構成する柱はエポキシ樹脂であり、柱の直径

長の光を透過させることが可能となる。フォトニック結

は４８μｍ、長さは５００μｍであった。これらの柱

晶を構成する柱の材質、直径、長さ、配列格子の形状、

は、２次元の蜂の巣型格子状に垂直に配列し、格子定数

欠陥の形状を制御することにより、透過させる光の波長

は１００μｍであった。

を制御することが可能である。配列の欠陥を導入したフ

【００１６】実施例２

ォトニック結晶を作製する場合には、鋳型の作製におい
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図５（ａ）、（ｂ）はそれぞれ、フォトニック結晶と、

( 4 )
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その材料であるエポキシ樹脂のシート（０．７５ｍｍ

いては、連続光（２３）は、検知対象となるガスのみが

厚）の光透過スペクトルである。フォトニック結晶を構

強い吸収を示す特定の波長を含有していれば、どのよう

成する柱は、２次元の蜂の巣型格子状に配列されてお

な光であってもよい。

り、これらの柱の直径は４８μｍ、長さは５００μｍ、

【００２０】たとえば、この出願の発明のフォトニック

格子定数は１００μｍ、柱の総数は４８０本である。

結晶作製方法によれば、フォトニック結晶を構成する柱

【００１７】入射した光の進行方向は柱に対して垂直で

の材質、直径、長さ、配列格子の形状、欠陥の形状を制

あり、光の電界は柱に平行である。図５（ａ）では、波

御することにより、検知対象であるガスの種類に応じて

数が３９、５６、７５、９４、１１０ｃｍ‑1付近に透過

透過させる光の波長を設定することが可能である。ま

率の減少が見られる。一方、図５（ｂ）では、この波数
域で特に変化が見られない。従って、（ａ）で見られる

た、単体のフォトニック結晶においても、複数の線欠陥
10

を導入することで、複数種のガスに対応可能である。

透過率の減少は、エポキシ樹脂固有の性質ではなく、エ

【００２１】このガス検知システムの構成は、従来の分

ポキシ樹脂製の柱を２次元の蜂の巣型格子状に配列した

光計を用いたガス検知システムよりも簡便である。ま

結果によるものであると考えられる。ゆえに、この前記

た、欠陥を導入したフォトニック結晶は、取り出す光の

のフォトニック結晶作製方法により、フォトニック結晶

線幅が非常に狭いことから、検知対象であるガスの吸収

を作製可能であることが証明された。

波長に近い吸収波長を持つ異種のガスの存在による検出

【００１８】実施例３

誤差を受けにくいという利点も有することから、精度の

図６はフォトニック結晶を用いたガス検知システムの例

高い定量測定が可能となる。

を示したものである。検知対象となるガスが強い吸収を

【００２２】

示す特定の波長の光（１２）を、欠陥を導入したフォト

【発明の効果】この出願の発明により、キャスティング

ニック結晶（１３）を用いて連続光（１４）から抽出す

20

によるフォトニック結晶の作製に成功した。この出願の

る。その際、フォトニック結晶（１３）の欠陥部分以外

発明により、短時間で容易にフォトニック結晶の大量生

を透過する光は、遮蔽板（１５）を使って遮蔽する。特

産が可能となる。また、この出願の発明によれば、精度

定の波長の光（１２）を検出対象となるガスを含む気体

の高い定量測定が可能となるガス検知システムが実現さ

（１６）に照射し、透過光（１７）の強度を光検出器

れる。

（１８）を使って測定する。同時に、連続光（１４）を

【００２３】この出願の発明により作製されるフォトニ

フォトニック結晶（１３）を通過させずに、気体（１

ック結晶は、ガス検知システムへの応用以外にも、微小

６）に直接照射し、透過光（１９）の強度を別の光検出

３次元光回路、非線型光学デバイス、高性能発光デバイ

器（２０）を使って測定し、光検出器（１８）の結果と

スなどの広い分野への応用が期待される。

の比を取ることで、ガス濃度を定量評価することが可能

【図面の簡単な説明】

となる。本システムでは、連続光（１４）として自然光

30

【図１】この出願の発明のキャスティングによるフォト

を想定している。よって、測定状況が異なっても、連続

ニック結晶の作製方法の概念図である。

光（１４）のスペクトル分布は不変で強度のみが変化す

【図２】この出願の発明の欠陥を導入したフォトニック

るため、透過光（１７）と透過光（１９）の強度の比か

結晶の概念図である。

ら、ガス濃度の定量評価が可能となる。

【図３】この出願の発明の金属被覆したフォトニック結

【００１９】さらに、図７は、図６と同様に、フォトニ

晶の概念図である。

ック結晶を用いたガス検知システムの例を示したもので

【図４】この出願の発明の実施例で作製されたフォトニ

ある。検知対象となるガスのみが強い吸収を示す特定の

ック結晶の図面に代わる電子顕微鏡写真である。

波長の光（２１）を、欠陥を導入したフォトニック結晶

【図５】この出願の発明のフォトニック結晶作製方法に

（２２）を用いて連続光（２３）から抽出する。その
際、フォトニック結晶（２２）の欠陥部分以外を透過す

より作製されたエポキシ樹脂製のフォトニック結晶およ
40

びエポキシ樹脂の光透過スペクトルを示す図である。

る光は、遮蔽板（２４）を使って遮蔽する。特定の波長

【図６】この出願の発明のフォトニック結晶を用いたガ

の光（２１）を検知対象となるガスを含む気体（２５）

ス検知システムの実施例を示した概念図である。

で満たした容器（２６）に照射し、透過光（２７）の強

【図７】この出願の発明のフォトニック結晶を用いたガ

度を光検出器（２８）を使って測定する。かつ、特定の

ス検知システムの実施例を示した概念図である。

波長の光（２１）を容器（２９）に照射し、透過光（３

【符号の説明】

０）の強度を別の光検出器（３１）を使って測定し、光

１ 円筒状の孔

検出器（２８）の結果との比を取ることで、ガス濃度を

２ 鋳型

定量評価することが可能となる。ただし、容器（２９）

３ 容器

は、内部が真空であるか、または、検知対象となるガス

４ 液状高分子あるいは粒子を分散させた液状高分子

を含有しない気体で満たされている。このシステムにお

50

５ フォトニック結晶

( 5 )

特開２００１−９１７７７
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8

６

円筒状の孔

１９

透過光

７

鋳型

２０

光検出器

８

容器

２１

特定の波長の光

９

液状高分子あるいは粒子を分散させた液状高分子

２２

フォトニック結晶

１０

フォトニック結晶

２３

連続光

１１

金属

２４

遮蔽板

１２

特定の波長の光

２５

検知対象となるガスを含む気体

１３

フォトニック結晶

２６

容器

１４

連続光

２７

透過光

１５

遮蔽板

２８

光検出器

１６

検出対象となるガスを含む気体

２９

容器

１７

透過光

３０

透過光

１８

光検出器

３１

光検出器
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