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© JAXA, NAOJ 

JTPF 
次次世世代代巨巨大大望望遠遠鏡鏡		

   地　上 
 TMT: D=30m (米, 日, 加, 中, 印, 　2027年) 
 GMT: D=22m (8.4 m×7, 米, 韓, 豪, 2020年代) 
 E-ELT: D=39m (欧州14ヶ国, 伯, 　2030年代) 

 
   宇　宙 
 SPICA: D ~ 3m (日, ESA, …) 
 TPF: D~10 m or D~ 4m×N: 干渉計 

  (Caltec, NASA, ESA, …) 
 JTPF: D ~ 4m (日, …) 

GMT 

TPF

© NASA, ESA 

TMT	 E-ELT	
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TMTととすすばばるる望望遠遠鏡鏡のの分分光光器器 (R~ 10,000@1µµm)
TMT		 すすばばるる望望遠遠鏡鏡 備備　　考考

ススリリッットト幅幅 727µµm 200 µµm Seeing: 0.5””		

回回折折格格子子のの有有効効径径
0.63 × 0.56 

[m] 0.17  × 0.14 [m] αα  = 30,
1,000本本/mm

ココリリメメーータタ径径 0.75 m 0.2 m 瞳瞳径径のの1.2倍倍

ココリリメメーータタ焦焦点点距距離離 6.3 m 1.7 m F/10

分分光光器器ののササイイズズ
2 × 8 × 1 

[m]
0.5 × 2 × 0.25 

[m]
リリトトロローー

ママウウンントト

Camera F F/0.62 F/2.25 15µµm × 3 pix.

透透過過型型はは分分光光器器をを小小型型化化ででききるるがが、、直直径径400mm以以上上のの
硝硝材材のの入入手手がが困困難難。。 →高高分分散散のの回回折折格格子子がが必必要要！！
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Wide Field Optical Spectrograph (WFOS)		
 TMT第一期観測装置の１つ。 
 広視野可視光多天体分光撮像装置。 
 カリフォルニア大学サンタクルーズ（UCSC）がリード。 
 国立天文台、ハワイ大学、中国科学技術大学、南京天文光学研究所
が協力。 
 現在他の研究機関も加えて新たな開発チームの再編が行われている。	

国立天文台　尾崎氏のスライド	



5 

WFOS装装置置パパララメメーータターー		

視野	
8.3×3 arcmin2　	
　(1086 × 392 mm2 　望遠鏡焦点面において)	

波長範囲	
310 – 600 nm （青側）	
550 – 1000 nm （赤側）	

観測モード	
撮像	
ロングスリット分光	
多天体スリット分光	

波長分解能	
R~1000, 5000, 8000	
（0.75″幅スリット使用時）	

コリメーター焦点距離	 4500 mm	

カメラレンズ焦点距離	 600 mm	

分光器内瞳径	 300 mm	

検出器フォーマット	 12K × 16K	

国立天文台　尾崎氏のスライド	
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反反射射型型とと透透過過型型のの回回折折格格子子		

反射型回折格子	

透過型回折格子	

 X線からTHz波までの電磁波に
対して利用可能。	

 比較的安価。

 コリメータ等の光学素子を近接し
て置くことができる。

→分光観測装置を小型化できる。	
 リトローマウントにすることができ
る。	

高次の高分散の透過型回折格子やImmersion grating
の開発が望まれている！
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 Volume phase holographic (VPH) grating (実用化完了)
屈折率が正弦波状に変調された1次回折光用の厚い回折
格子。

 Birefringence VPH grating, 
Birefringence Bragg-binary (3B) grating
光学異方性媒質によってSとP偏光の特性を一致させて自然
光に対しても最大100%の回折効率を達成できる回折格子。

 頂角が鋭角な表面刻線型グリズム（直視回折格子）
鋭角なノコギリ歯形状のレプリカ回折格子と高屈折プリズム
を組合せたグリズム。

 Quasi-Bragg grating
ミラープレートを積層させた高次用の回折格子。結像機能を
有する。	

開開発発中中のの回回折折格格子子		
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透透過過型型回回折折格格子子のの効効率率		

[Oka et al., SPIE 5005, 2003] 

表面刻線型回折格子	 VPH grating 
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サイズ: 110 × 106 × 106 (max)
分解能: 300 < R < 8,000 
日本女子大学, 国立天文台, 
理研との共同研究。	

すすばばるる望望遠遠鏡鏡FOCAS用用各各種種ググリリズズムム		

最遠方銀河の同定に使用	

VPHグリズム	
ZnSeプリズムの 
VPHグリズム	 レプリカグリズム	



10 

透透過過型型エエシシェェルル  ((高高次次))  回回折折格格子子		

FOCAS用エシェルグリズムの回折効率。	

FOCAS用エシェルグリズム。
サイズ: 110 × 106 × 106。	
 高次の回折格子と垂直分散素子を組み合せて、スペクトル
を2次元撮像検出器に折り込む分光器。

 広い波長帯域を高分散で同時に分光計測できる。 	

エシェルグラム	
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表面刻線型回折格子	
(300 g/mm, Blaze: 750 nm, Λ/
λ=4.44, R~1,400 ) 

VPH grating  
(364 g/mm, Blaze: 800 nm, 
Λ/λ=3.47, R~1,600) 

FOCAS R用用ググリリズズムムのの効効率率		
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VPH Gratingのの偏偏光光回回折折効効率率

MOIRCS用VPH grismの偏光効率の測
定値。nave=1.53, Λ=0.984 μm, t = 20 µm, 
θ =19.8°. 

VPH gratingの厚さに対する偏光効
率の計算値（2光波結合解析法）。
nave=1.53, Δn=0.017, θ =19.8°

 

ηS = sin2
π nmax − nmin( )t

Λ nmax + nmin( )sin2θ
' 
( 
) 

* 
+ 
, 

 

ηP = sin2
π nmax − nmin( )t cos2θ
Λ nmax + nmin( )sin2θ

' 
( 
) 

* 
+ 
, 

[Ebizuka et al., PASJ, 63, 2011b] 
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複複屈屈折折性性VPH Grating		

回折効率の数値計算（RCWA*）。nS max = 
1.60, nS min = 1.50, nP max =1.653, nP min = 
1.50, Λ = 1.0 µm, t = 12.5 µm, θ0 = 45°	

 

nSmax − nSmin
nSmax + nSmin( )sin2θS

=
nPmax − nPmin( )cos2θP
nPmax + nPmin( )sin2θP

 

nSmax − nSmin
nSmax + nSmin( ) ⋅ 2sinθS cosθS

=
nPmax − nPmin( )cos2θP

nPmax + nPmin( ) ⋅ 2sinθP cosθP= 
スネルの屈折の式 

 

nSmax − nSmin
cosθS

≅
nPmax − nPmin( )cos2θP

cosθP

＊RCWA: 厳密結合波解析	
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Birefringence Binary Bragg (3B) Grating 

回折効率の数値計算（RCWA）。　
n1=1.5, n2S=1.55, n2P=1.70,n3=1.0, 
Λ= 1µm, L&S = 0.5:0.5 [µm],  
t = 2 µm, θ0=45°	
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偏光子角度: 60 ~ 70° -60 ~ -70° 

液液晶晶回回折折格格子子（（3B Grating））		

配向膜: 溝と垂直	
（格子ベクトル方向）	

90°	
1次回折光の偏光画像 

試作：シチズンホールディングス（株）開発部	

水銀ランプ 

デジタル
カメラ 

レンズ+拡散板 液晶回折格子 
偏光子 

タイプ：レプリカ格子 
格子周期 (Λ): 2 µm  

  (L & S: 1 µm) 
格子の厚さ(t): 1 µm 
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液液晶晶回回折折格格子子のの偏偏光光回回折折効効率率		
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VPH Gratingのの限限界界

Δn=0.02 
Δn=0.04 
Δn=0.07 
Δn=0.10 

VPH gratingの屈折率変調量 (Δn) と帯域幅。
重クロム酸ゼラチン: Δn<0.15, ボリウムホロ
グラム用感光性樹脂: Δn<0.05. 

VPH gratingの高次回折光の
効率。nave=1.53, Δn=0.091, 
Λ=5.71µm, t=15µm, θB=20.51°. 

3rd 
6th 

10th 

[Oka et al., SPIE 5290, 2004] 

α =30.9 deg. 

[Baldry et al., PASP, 116, 2004] 
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すすばばるる望望遠遠鏡鏡MOIRCS用用表表面面刻刻線線型型ググリリズズムム		

7次、R= 1,487@0.88 μm (zバンド)
6次、R= 1,431@1.02 μm (Yバンド)
5次、R= 1,408@1.25 μm (Jバンド)
4次、R= 1,434@1.65 μm (Hバンド)
3次、R= 1,419@2.20 μm (Kバンド)

プリズムの材質 : ZnSe      (n1= 2.4529@1.65 μm)
ガラス基板の材質: S-FPM3 (n2= 1.5240@1.65 μm)
プリズム頂角 : α = 23.8°（α < 38.4°：臨界角）

格子のブレーズ角: β = 64.8°
格子の頂角 : γ = 61.8°
格子周期 : Λ= 10.79μm (92.68 grooves/mm)
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R≦0.5μm	

(5.7°)

ママススタターー格格子子用用ダダイイアアモモンンドドババイイトト		
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MOIRCS用用ググリリズズムムのの加加工工法法		

マスター格子（金型）の
シェーパー切削加工

レプリカ加工 

ガラス基板	

マスター格子	

透明樹脂	

完成	

ワークピース：無電解Ni-P 合金
ブレーズ角  : β = 64.8°
格子の頂角  : γ = 61.8°
格子周期  : Λ= 10.79μm	
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          sinθ0 = n sinθ1 
n sin(α -θ1) = sinθ2
               θ2 = α +θ0

n sin(α -θ1) = sin(α +θ0) 
n (sinα cosθ1- sinθ1 cosα) 
                   = sinα cosθ0 + sinθ0 cosα
(n cosθ1 - cosθ0) sinα 
                   = (sinθ0 + n sinθ1) cosα 
                   = 2sinθ0 cosα 
          tanα  = 2sinθ0 / (n cosθ1 - cosθ0)

n = 1.5, θ0 ≤ 29° (θ2 > 90°) 光学ガラス
n = 2.0, θ0 ≤ 40° (同　　上) 高屈折率ガラス
n = 2.5, θ0 ≤ 48° (同　　上) ZnSe, ダイアモンド

従来のノコギリ歯形状の表面刻線型回折格子は大きな
回折角（角度分散）用には使用できない。	

表表面面刻刻線線型型回回折折格格子子のの限限界界		

θ1�

α-θ1�
θ0�

α�
θ2�θ0�

α�

n�

Λ
�
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Quasi-Bragg gratingによる
空中像。（垂直：実像、
水平：虚像）	

• 角度分散が大きい。	
• 高次の回折効率が高い。		
• 結像機能を有する。	

Quasi-Bragg grating		
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Quasi-Bragg gratingのの試試作作1		

A: 10 x 10 x 0.2 x 40 枚 (左),
B: 1.5 x 10 x 0.2 x 40 枚 (右)

研磨	

切断	ガラスビーズを
混入した接着剤
によりミラープ
レートを積層	



24 

Quasi-Bragg gratingにによよるる回回折折		

入射角大 

垂直入射 

入射角小 

理想的な入射角（回折光強度:極大、0次光強度:極小） 

0次光	 回折光	
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金の常温接合により積層し
たミラー基板。	

 φ25 × t0.5石英基板の両面にDCマグネトロン・スパッタ法によりTi: 
5nm（下地）とAu: 20nmを成膜。
 上記基板20枚を常温で積層。10 MPaで加圧（東北大学 島津研究室）。
 ワイヤーソーによりt1.1に切断。
 t0.9に研磨。	

Quasi-Bragg gratingのの試試作作2

ワイヤーソーによる切断後の
Quasi-Bragg gratingブランク。	
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Au膜を用いた大気中の原子拡散接合法	

◆ 重ねたウエハの一部をピンセット等で加
圧すると， Au/Au界面に再結晶の核が
形成され，瞬時にウエハ全体に伝搬. 

◆ 真空中の接合でも同様であると推定.  

片側あたりAu(20 nm)/Ti(5 nm)の膜厚で合成石英ウエハを接合した際の連続写
真 

合成石英ウエハA 
(4 inch diameter) 

合成石英ウエハ B 

Au (20 nm) 
/Ti(5 nm) 

20 nm

original 
surface

Si substrate

Cr

Cr

Au/Au

Si substrate

片側あたりAu(20 nm)/Cr(5　nm)の膜厚で
Siウエハを接合した際の断面TEM写真

T O H O K U 
U N I V E R S I T Y 

東北大学 島津 教授のスライド	
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Quasi-Bragg gratingのの試試作作3-1		

 

クロムマスクのパターン	

300 µm	

24×5×t0.5のスペーサ付
石英ミラー基板の積層	
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Quasi-Bragg gratingのの試試作作3-2		

積層・接着	 接着剤硬化	

研削・研磨	
縦割り切断	

完成	

裏面スペーサ付ミラー
基板の小割り切断	
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Quasi-Bragg gratingのの回回折折像像		

1. ガラスビーズ入り接着剤によるt0.2ミラー基板の積層。	

3. スペーサ付0.5ミラー基板の積層。
　入射角と回折角（準ブラッグ角）はいずれも45°。	

2. 金の常温接合によるt0.5ミラー基板の積層。	
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TMT WFOS用用Quasi-Bragg grating		
名��称 �Λ [μm] ([g/mm]) θ0 � � θ1

Medium Res. Blue #1 2.17 (460) 36° ��22.4°

Medium Res. Blue #2 2.70 (370) 38° ��25.8°

Medium Res. Red 3.64 (275) 42° ��23.6°

High Res. Blue 2.60 (385) 53° ��31.2°

High Res. Red 4.65 (215) 53° ��31.2°

sin θ0= n sin θ1
      n = 1.54	
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Λ=5µm, θ0=45°, n1=1.0, 
n2=1.54, n3=1.0, t = 9 µm, 
Al: 50nm 

S偏光	

P偏光	

Quasi-Bragg Gratingのの回回折折効効率率		
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Quasi-Bragg Gratingのの製製作作方方法法4		

マスター格子の切削加工（ワーク：
ニッケル・リン、Λ= 2~5μm, 頂角: 
γ = 22~32°）	

レプリカにミラー膜を斜め
イオンビームスパッタ	

溝に透明樹脂を充填→完成。	

上基板	

下基板	

レプリカ格子	

透明樹脂	
ミラー膜	

上面図	

正面図	
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AWG (Array Waveguide Grating)とと
Quasi-Bragg格格子子  
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Quasi-Bragg gratingにによよるる結結像像		

パイオニア特許より	

NICTホームページより	

鏡やレンズとは
異なる結像方式。	 Quasi-Bragg gratingを直交させ

ると中空結像素子として機能。	
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中中空空像像のの観観察察 

1枚のQuasi-Bragg gratingによる結像。
垂直方向は実像、水平方向は虚像。	

  
直交させた2枚のQuasi-
Bragg gratingによる空中像。
像が拡大されるのは手前の
実像を観察しているため。 
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ままととめめとと今今後後のの課課題題1		
 望遠鏡の大型化に伴い、分光器を小型化できる高次の高
分散の透過型回折格子の開発が望まれている。

 VPH gratingは大きなBragg角においてSとPの偏光効率が
乖離し、自然偏光や円偏光に対する効率が低下。

 複屈折性のVolume gratingは自然変更に対しても高効率
を達成可能。

→複屈折性のボリウム・ホログラムの記憶媒体や光学異方
性結晶の深い溝の回折格子の加工法の開発が必要。	

 VPH gratingは帯域が狭く、高次回折光の効率が低い。

 頂角が鋭角なノコギリ歯形状のレプリカ回折格子と高屈折
率プリズムのグリズムを開発中。

→ただし、ノコギリ歯形状の透過型回折格子は高分散用には
利用できない。
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ままととめめとと今今後後のの課課題題		2		
  3種類の加工方法で高次の高分散用に使用できるQuasi-
Bragg gratingを試作。→常温接合および、エンボス付基板
による積層加工法が有望。

 格子周期100μm以下のQuasi-Bragg gratingの加工法として
鋭角な三角溝の格子のレプリカにミラー膜を斜め蒸着して
、溝を樹脂で埋める方法を開発。
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企企業業へへのの期期待待		

 ナノメートル・オーダーの超精密加工や深い溝の回折格
子加工、斜め成膜加工等の技術を持つ企業との共同研究
を希望。

 平面導波路中に開発中の回折格子を構築することは容易
であり、小規模な光ネットワークのルーターや光コンピュー
ティング等の開発を考えている企業には、本技術の導入
が有効であると思われる。



お問い合わせ先 
• ナノメートル・オーダーの超精密加工や深い溝の回折格子
加工、斜め成膜加工等の技術を持つ企業との共同研究を
希望。 

• 平面導波路中に開発中の回折格子を構築することは容易
であり、小規模な光ネットワークのルーターや光コンピュー
ティング等の開発を考えている企業には、本技術の導入が
有効であると思われる。 

国立研究開発法人理化学研究所 

産業連携本部 知財創出・活用課 

 

井門 孝治（イカド コウジ） 
E-mail:koji.ikado@riken.jp 
TEL:048-467-9762 

mailto:koji.ikado@riken.jp

	連絡先
	お問い合わせ先


