
     

 - 1 - 

（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成２８年４月２２日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局  慶應義塾大学・理工学部    

（ふりがな）       （つ だ  ひろゆき） 

職・氏 名  教授・津田 裕之       
 

1. 事 業 名 相手国（  インド   ）との共同研究  振興会対応機関（ DST       ） 

2. 研 究 課 題 名  光集積回路応用のための微細構造光素子の研究開発               

3. 全 採 用 期 間 

平成 ２６ 年 ６ 月 １ 日 ～ 平成 ２８ 年 ３ 月 ３１ 日 （ １  年 １０ ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  2,000,000 円 

初年度経費 1,000,000 円、 ２年度経費 1,000,000 円、 ３年度経費  0 円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額    0 円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

斎木敏治 

田邉孝純 

浅倉 秀明 

鐵本 智大 

村松 喬介 

江口 隆太郎  

森本 悠介 

木原 雄也 

杉山 昂輝 

加藤 健太郎 

大岡 勇太 

慶應義塾大学理工学部・教授 

慶應義塾大学理工学部・准教授 

慶應義塾大学大学院総合デザイン工学専攻・博士課程学生 

慶應義塾大学大学院総合デザイン工学専攻・博士課程学生 

慶應義塾大学大学院総合デザイン工学専攻・修士課程学生 

慶應義塾大学大学院総合デザイン工学専攻・修士課程学生 

慶應義塾大学大学院総合デザイン工学専攻・修士課程学生 

慶應義塾大学大学院総合デザイン工学専攻・修士課程学生 

慶應義塾大学大学院総合デザイン工学専攻・修士課程学生 

慶應義塾大学大学院総合デザイン工学専攻・修士課程学生 

慶應義塾大学大学院総合デザイン工学専攻・修士課程学生 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 Malaviya National Institute of Technology Jaipur・Associate Professor・

Singh Ghanshyam                        

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Vijay Janyani 
 
Sandeep Vyas 
Shruti Kalra 
Nikhil Deep Gupta 
Abhishek Godbole 
Prathmesh P. Dali 
Manish Salunkhe 
A. I. Stanley 
Ashok Kr. Sirohi 

Malaviya National Institute of Technology (MNIT) Jaipur・Associate 
Professor 
MNIT Jaipur・Ph. D. student 
MNIT Jaipur・Ph. D student 
MNIT Jaipur・Ph. D student 
MNIT Jaipur・Master’s student 
MNIT Jaipur・Master’s student 
MNIT Jaipur・Master’s student 
Ebonyi StateUniversity (NIGERIA) ・Visiting research scholar  
Banasthali University (INDIA) ・Visiting research scholar 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

(1) カルコゲナイド装荷シリコン細線導波路を利用する超小型光回路の研究 

Si光導波路上にカルコゲナイド薄膜を配置し、伝搬光の振幅と位相を制御するトリミング構造を提案した。

1.55 m の波長、TE モードについて、カルコゲナイド薄膜の厚さと Si 導波路―カルコゲナイド薄膜間のギャ

ップをパラメータとして、トリミング可能性を検討した。長さの異なるカルコゲナイド薄膜を縦列に接続し、

透過率を 0.02 dB の精度で最大 0.8 dB まで透過率を制御できることを明らかにした。振幅トリミングを利用

することでマッハツェンダー干渉計の 3 dB 結合器の分岐比ずれを±3%の範囲で補償することが可能となる。

また、一部にカルコゲナイド導波路を作成することにより、2 m 以下の微小曲げ構造による光回路の小型化

の可能性を示した。さらに、光書き込みによる導波路作製条件と導波モードの安定性を明らかにした。 

 

(2) 酸化物導波路による高速光能動回路の研究 

 チタン拡散ニオブ酸リチウム導波路上にアモルファスシリコン薄膜導波路を形成し、光導波をアシストす

る構造を提案した。装荷した導波路との結合を最適化するテーパ構造を検討した。最適なテーパ構造は、チ

タン拡散ニオブ酸リチウム導波路の伝搬係数に依存するが、適切なテーパ長とビーム拡大構造により伝搬定

数をほぼ一致させ、損失を十分に低減できることを明らかにした。 

 

(3) 高波長選択度を有する光共振回路の研究 

微小共振器を組み合わせて、全光で駆動する論理ゲートを構築し、その性能を理論的に評価した。微小光

共振器における非線形光学効果を用いて、共振波長を変化させる。その結果、ある特定の波長の光の透過率

が変化するので、それを用いると微小共振回路において ON と OFF の論理動作が実現できる。シリコンチップ

上でのスケーラブルな光論理回路の実現に向けた理論検討を進め、NAND ゲート及び、AND、OR、NOR、XOR、

XNOR ゲートの動作を示した。スケーラブルな理論回路の実現、すなわち多段接続を可能とする素子を実現す

るためには、入出力信号を同一波長とすること、及び、入力ポートからの反射光がないことの２つの条件が

必要となる。さらには、次段の論理回路を駆動できる程度の出力振幅を得られることも必要である。これら

の構成では、ファンアウトを増やすための高出力化構造を明らかにしている。また、フォトニック結晶構造

を太陽電池に適用して変換効率を向上出来ることを明らかにした。 

 

(4) カルコゲナイド系高屈折材料を用いたプラズモン応用デバイスの研究 

相変化薄膜による直接の光吸収加熱ではなく、膜上に配置した金属ナノ粒子のプラズモン共鳴による間接

的な加熱法を提案した。光通信波長帯にて共鳴するナノ構造体の選定・試料作製を行い、波長 1064 nm のレ

ーザ照射による相変化誘起を実証した。また、酸化物半導体上に相変化材料（結晶相）を成膜、さらにレー

ザ描画にて線状にアモルファス化することにより、書き換え可能なプラズモニック導波路を形成できること

を、計算機シミュレーションで示した。相変化材料を用いた reconfigurable、programmable、adaptive なプ

ラズモニック導波デバイスの動作実証を目的として、赤外域で長距離伝搬可能な SiC 表面フォノンポラリト

ンの伝搬・閉じ込め特性の制御を実施した。SiC 上に厚さ 80nm の GeSbTe を成膜した系において、GeSbTe の

結晶相・アモルファス相間の相変化にともなって表面フォノンポラリトンの分散関係が大きくシフトするこ

とをシミュレーション上で確認し、実際の試料においても同様のフォノンポラリトン共鳴のシフトを観測し

た。段階的な相変化によって共鳴波長をチューニング可能であること、結晶化・アモルファス化の往復によ

り、スイッチング可能であることも実証した。 



     

 - 3 - 

7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

津田裕之 

 

 

 

 

田邉孝純 

 

 

 

 

 

 

斎木敏治 

H26.8.20～H26.8.22 

 

 

 

 

H26.9.24～H26.9.27 

 

 

 

 

 

 

H27. 11.3～H27. 11.6 

Malaviya National Institute of 

Technology Jaipur（インド） 

Manipal University Jaipur（イ

ンド） 

 

Malaviya National Institute of 

Technology Jaipur（インド） 

Rajdhani Engineering College

（インド） 

Poornima College of Engineering

（インド） 

 

Malaviya National Institute of 

Technology Jaipur（インド） 

Banasthali Vidyapith 

University（インド） 

計  ３名（延べ人数） 計 １１日 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

＊Singh Ghanshyam 

＊Vijay Janyani 

 

＊Singh Ghanshyam 

＊Vijay Janyani 

 

H27.1.31～H27.2.8 

H27.1.31～H27.2.8 

 

H28.2.10～H28.2.21 

H28.2.10～H28.2.21 

 

慶應義塾大学（日本） 

慶應義塾大学（日本） 

 

慶應義塾大学（日本） 

慶應義塾大学（日本） 

計 ４名（延べ人数） 計 ４２日 


