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Photonic crystals with a full three-dimensional (3D) photonic bandgap (PBG) have attracted considerable attention because of their 

great potential for applications to light manipulation. Recently, a unique photonic structure, “photonic amorphous diamond (PAD),” was 

found to form a sizable 3D- PBG despite the complete absence of lattice periodicity. The PAD structure consists of a continuous random 

network of dielectric rods with a local diamond-like tetrahedral-bonding configuration. The purpose of the present study is to fabricate 

the PAD structure in a terahertz frequency region to realize a new type of device for controling terahertz electromagnetic waves. First, 

the PAD structure was fabricated by a laser beam lighography using acrylic resin containing alumina particles of 100nm in diameter at 

10 vol%. Then, it was dewaxed at 600℃ and sintered at 1500℃. By these procedures, we finally obtained the PAD structure of 

alumina rods with 170μm in length. The size of the whole structure was 3mm2.11.31.3 ×× .  

 

１．緒言１．緒言１．緒言１．緒言 

「フォトニック結晶」は、誘電体が光の波長程度の周期性

をもって配列した人工的な構造体であり、種々の新奇な光制

御素子の実現への期待から、現在盛んに研究されている。フ

ォトニック結晶中の光の状態を決める方程式は、結晶固体中

の電子の状態を決めるシュレーディンガー方程式と類似の数

学的構造をもつ。このため、結晶固体中の電子のバンド構造

に対応した「フォトニックバンド構造」がフォトニック結晶

に定義され、これがフォトニック結晶中の光の伝播特性を決

める[1]。特にフォトニックバンド構造中に 3 次元フォトニッ

クバンドギャップ(3D-PBG)が形成すると、その周波数帯の光

の伝播が 3 次元のあらゆる方向で禁止されることになる。そ

のような 3D-PBG をもったフォトニック結晶中に微小な空洞

を導入すれば、その微小領域にギャップ内周波数の光を閉じ

込めることができる。このような光の閉じ込め効果を利用す

ることで、極小な光共振器、急峻な曲げに対してもロスのな

い光導波路、極小なレーザー等の従来技術で実現不可能であ

った光制御素子が実現可能となり、さらにはそれらを高密度

で集積した光集積回路の実現も視野に入れて研究が進められ

ている。 

従来、フォトニック結晶による 3D-PBG 形成、またそれに

よる光閉じ込め効果はフォトニック結晶の周期構造に由来し

て実現するものと信じられており、周期構造は大前提で不可

欠のものと思われていた。ところが最近我々は周期性を全く

もたないアモルファス構造でも明確な 3D-PBG が形成するこ

とを発見し、その構造をフォトニック・アモルファス・ダイ

ヤモンド（PAD）構造と名付けた[2,3]。 

 電磁場の基礎方程式である Maxwell の方程式がスケールに

よらないため、フォトニック結晶や PAD の特徴長さ（構造の

基本単位のサイズ）を変えることにより、原理的には、それ

らの構造体はあらゆる波長の電磁波の制御に用いることがで

きる。従来、テラヘルツ帯電磁波（周波数:0.3～30THz 程度、

波長:0.01～1mm程度）は無線通信に用いるいわゆる電波と光

の間にあり、両者に比べて利用度が低かったが、最近になっ

て、これを積極的に利用しようとする気運が高まり、関連技

術の開発が進められている。本研究では、このテラヘルツ帯

電磁波の制御素子の開発をめざして、テラヘルツ帯 PADを作

製することを目的とする。 

 

２２２２．．．．フォトニック・アモルファス・ダイヤモンドフォトニック・アモルファス・ダイヤモンドフォトニック・アモルファス・ダイヤモンドフォトニック・アモルファス・ダイヤモンド(PAD)の構造の構造の構造の構造 

図 1(a)に PAD 構造を示す[2,3]。この構造は、誘電体ロッド

が 4 配位でランダムに連結したネットワーク構造をもつ。具

体的には、この構造はアモルファス Si や Geの原子配列であ

るコンティニュアス・ランダムネットワーク(CRN)を誘電体ロ

ッドで構成したものである。比較のために結晶ダイヤモンド

構造を誘電体ロッドで構成したフォトニック結晶ダイヤモン

ド (PCD) 構造を図 1(b)に示す。これも誘電体ロッドが 4配位

で連結したネットワーク構造であるが、連結の仕方がランダ

ムではなく周期的である。この構造はこれまで発見された全

てのフォトニック結晶の中で最も大きな 3D-PBG を形成する

構造である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３３３．．．．方法方法方法方法 

 本研究では PADと PCDの両方の作製を試みた。ロッド半径

r はロッド長を d として dr 26.0= とした。このときロッド部

の屈折率が 5.2≥n で 3D-PBG が形成することが数値計算によ

り示されている。本研究では、このような高い屈折率を得る

ために桐原らの方法[4]を用いた。これは光造形の際に用いる

アクリル系光硬化樹脂にセラミックスの粉を混ぜ込んで、造

形後に焼結するものである。本研究では粒径 100nmのアルミ

ナ粒子を用いた。アルミナ粒子の体積率は 10%とした。 

(a) (b) 

図 1  PAD(a)と PCD(b)の Computer Graphics像 



造形にはユニラピッド社製のマイクロ光造形装置

(URM-HP301)を用いた。図 2(a)(b)に装置の外観と造形部の模

式図を示す。レーザー波長は 325nmである。光造形法で作製

したサイズはロッド長 285μm、外形サイズ

3mm0.23.53.5 ××
である。積層ピッチは 20μm とした。レーザーパワーは

0.005mW、スキャン速度は 3mm/sとした。造形後に大気中で

600℃ 2 時間の焼鈍により樹脂を除き、さらに 1500℃ 2 時間

でアルミナ粒子を焼結した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４．．．．結果結果結果結果 

図 3(a)(b)に作製した PAD構造（焼結前）の実体顕微鏡像を示

す。(a)において積層方向は下から上の方向である。(b)は(a)の

上面の一部を上から観察したものである。十分な造形分解能

で設計通りの造形ができていることが確認された。(b)におい

て積層にともなう段差ができていることがわかる。3次元計測

が可能なレーザー顕微鏡で段差の大きさを計測したところ積

層ピッチの 20μmとよく一致した。 

図 4(a)(b)に焼結後の PAD 構造の実体顕微鏡像を示す。(b)

は(a)の一部を拡大したものである。焼結後も PAD構造がよく

保たれていることがわかる。外形サイズは

3mm2.11.31.3 ×× で

あり、体積が焼結前の 20.5%に縮小していることがわかった。

ロッド長は約 170nmで、3D-PBGは約 0.5THzに形成するはず

である。但し、原料のアルミナの体積率は 10%なので、ロッ

ド部が 50%程度の空隙をもっていることになり、3D-PBGが形

成するのに十分な屈折率が得られていない可能性がある。今

後、焼結条件を変えて空隙率を下げられるか検討する予定で

ある。図 4(c)にロッド部の走査電子顕微鏡像を示す。確かに空

隙を含むことがわかる。また各粒子が焼結によって十分に接

合していることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５５５５．．．．結結結結言言言言 

 テラヘルツ帯フォトニック・アモルファス・ダイヤモンド(PAD)

の作製を試みた。まずアクリル系光硬化樹脂に粒径 100nmのア

ルミナ粒子を混ぜ込み、光造形法を用いて構造体を作製した。

続いて、600℃ 2時間の焼鈍により樹脂を除き、さらに 1500℃ 

2 時間でアルミナ粒子を焼結した。最終的に得られた PAD 構

造はロッド長 170nm、外形サイズ

3mm2.11.31.3 ×× である。ロ

ッド部の空隙率は約 50%である。今後、焼結条件を変えて空

隙率を下げられるか検討する予定である。 
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図 2 用いた光造形装置の外観(a)と造形部の模式図(b) 

(a) 

(b) 

図 3 作製した PAD構造（焼結前）の実体顕微鏡像。(b)は(a) 

の上面の一部。スケールは本文参照。 

(a) 

(b) 

(c) 

図4焼結後のPAD構造の実体顕微鏡像(a,b)と走査電子顕微 

鏡像(c)。(a)(b)のスケールは本文参照。(c)のスケール 

は右下の白いバーが 100nm。 


