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(54)【発明の名称】超短パルスレーザーを用いた微細加工方法及びその加工物
(57)【要約】
【課題】ナノレベルの微細加工を簡単、確実に行うため
の方法を提供する。
【解決手段】固体材料表面に、低フルーエンスの超短パ
ルスレーザー（フェムト秒レーザー）を偏光制御して照
射することで、照射したレーザーの波長より小さいサイ
ズの微細構造を形成する。そして、超短パルスレーザー
を直線偏光させて固体材料表面に照射することで、偏光
方向とは直交する方向に沿って細長い突起部からなる微
細構造を形成でき、また、円偏光させて照射することで
粒状の突起部からなる微細構造を形成できる。こうした
微細構造のサイズは、照射するレーザーの波長と正の相
関関係があり、波長を選択することで微細構造のサイズ
を制御することができる。
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【特許請求の範囲】

微細加工方法により形成された微細構造を有することを

【請求項１】

特徴とする記録媒体。

所定波長の超短パルスレーザーを低フル

ーエンスで偏光制御して固体材料表面に照射すること

【発明の詳細な説明】

で、前記所定波長より小さいサイズの微細構造を形成す

【０００１】

ることを特徴とする微細加工方法。

【発明が属する技術分野】本発明は、超短パルスレーザ

【請求項２】

ーを用いた微細加工方法及びその加工物に関するもので

前記微細構造のサイズは、前記所定波長

の１／１０〜３／５のサイズに形成されることを特徴と

ある。

する請求項１記載の微細加工方法。

【０００２】

【請求項３】

所定波長の超短パルスレーザーを低フル

ーエンスで直線偏光させて固体材料表面に照射すること

【従来の技術】ナノメートル（ｎｍ；1メートルの１０
10

億分の１）サイズのナノ構造（概ね０．１ｎｍ〜２００

で、その偏光方向と直交する方向に沿って配列された細

ｎｍのサイズ）を有する材料及び部品の開発が従来より

長い突起部を含む微細構造を形成することを特徴とする

進められており、こうしたナノ構造を形成するための技

微細加工方法。

術はナノテクノロジーと総称されている。ナノ構造を有

【請求項４】

前記突起部の幅は、前記所定波長より小

する材料及び部品は、新規な物性や機能を発現すること

さく形成されることを特徴とする請求項３記載の微細加

が知られており、電子デバイス等の電子・電気関連分

工方法。

野、マイクロマシン等の機械関連分野及び触媒等の化学

【請求項５】

前記突起部の幅は、前記所定波長の１／

分野といった多岐にわたる技術分野でその活用が図られ

１０〜３／５のサイズに形成されることを特徴とする請

ている。

求項４記載の微細加工方法。

【０００３】ナノテクノロジーとしては、大別すると、

【請求項６】

所定波長の超短パルスレーザーを低フル

20

走査型プローブ顕微鏡（ＳＰＭ）を利用した原子・分子

ーエンスで直線偏光させて固体材料表面に照射すること

レベルの操作技術を用いて原子・分子を数十〜数百単位

で、その偏光方向と直交する方向に沿って配列された細

で構築することでナノ構造を形成するボトムアップ技術

長い溝部を含む微細構造を形成することを特徴とする微

と、ＬＳＩ製造技術に代表されるリソグラフィ、電子ビ

細加工方法。

ーム加工、ＦＩＢ（Focused Ion Beam）加工により１０

【請求項７】

前記溝部の幅は、前記所定波長より小さ

０ｎｍ程度のナノ構造を形成するトップダウン技術が開

く形成されることを特徴とする請求項６記載の微細加工

発されている。

方法。

【０００４】一方、精密加工を行うための手段としてレ

【請求項８】

所定波長の超短パルスレーザーを低フル

ーザー加工が用いられているが、レーザー加工の中で、

ーエンスで円偏光させて固体材料表面に照射すること
で、粒状の突起部を含む微細構造を形成することを特徴

近年、パルス幅が１ピコ秒（１０
30

−

１

２

秒）以下の超短

パルスレーザー（フェムト秒レーザー）を用いたレーザ

とする微細加工方法。

ー加工の開発が進められている。こうした超短パルスレ

【請求項９】

前記突起部の径は、前記所定波長より小

ーザーによる加工は、照射面での熱拡散が進む前に高速

さく形成されることを特徴とする請求項８記載の微細加

で加工が行われるため熱影響のきわめて少ない非熱微細

工方法。

加工が可能となる点、ガラスや石英等の透明材料の内部

【請求項１０】

前記突起部の径は、前記所定波長の１

加工が可能となる点といった特徴を有しており、こうし

／１０〜３／５のサイズに形成されることを特徴とする

た特徴を生かして、例えば特開２００１−３００７４９

請求項９記載の微細加工方法。

号公報には、特定層の材料のみを除去するレーザー加工

【請求項１１】

方法が記載されている。また、特開２００１−２３９３

請求項１乃至１０のいずれかに記載の

微細加工方法により形成された微細構造を有することを
特徴とする固体材料。
【請求項１２】

７９号公報には、有機化合物材料に対して超短パルスレ
40

ーザーを照射してその加工深さを制御する点が記載され

請求項１乃至１０のいずれかに記載の

ており、特開２００１−２１２６８５号公報には、アブ

微細加工方法により形成された微細構造を有することを

レーションと熱伝導効果を考慮して高精密加工を行う点

特徴とする加工具。

が記載されている。特開平１１−２０７４７９号公報に

【請求項１３】

請求項１乃至１０のいずれかに記載の

は、固体表面に損傷を与えずに固体内部のみを加工する

微細加工方法により形成された微細構造を有することを

方法として超短パルスレーザーを用いた点が記載されて

特徴とする機械部品。

いる。特開２００１−２３６００２号公報には、フェム

【請求項１４】

請求項１乃至１０のいずれかに記載の

ト秒レーザーを光源として、ビームスプリッターにより

微細加工方法により形成された微細構造を有することを

２つのビームに分割して２ビームレーザー干渉露光方法

特徴とする電子部品。

によりホログラムを製造する方法が記載されている。ま

【請求項１５】

請求項１乃至１０のいずれかに記載の

50

た、超短パルスレーザーを偏光させて固体材料表面に照

( 3 )
3

特開２００３−２１１４００
4

射を行う点についても研究がなされてきている（J.Bons

て固体材料表面に照射することで、その偏光方向と直交

e et al.,"The precision of the femtosecond‑pulse l

する方向に沿って配列された細長い突起部を含む微細構

aser ablation of TiN films on silicon",Applied Phy

造を形成することを特徴とする。さらに、前記突起部の

sics A 69,1999年12月22日,p.399‑p.402 ; S.Baudach t

幅は、前記所定波長より小さく形成されることを特徴と

e al.,"Femtosecond Laser Processing of Soft Materi

する。さらに、前記突起部の幅は、前記所定波長の１／

als",The Review of Laser Engineering,2001年11月,p.

１０〜３／５のサイズに形成されることを特徴とする。

705‑p.709）。

本発明に係る別の微細加工方法は、所定波長の超短パル

【０００５】こうしたレーザー加工では、いろいろな種

スレーザーを低フルーエンスで直線偏光させて固体材料

類の固体材料−例えば、金属、セラミックス、有機材
料、半導体材料、誘電体、絶縁材料等で研究されてきて

表面に照射することで、その偏光方向と直交する方向に
10

沿って配列された細長い溝部を含む微細構造を形成する

いるが、より精密に加工することに重点が置かれ、ナノ

ことを特徴とする。さらに、前記溝部の幅は、前記所定

レベルのより微細な加工については研究開発がなされて

波長より小さく形成されることを特徴とする。本発明に

いないのが現状である。ナノレベルの微細加工に関して

係る別の微細加工方法は、所定波長の超短パルスレーザ

は、レーザー照射表面にレーザーの波長とほぼ等しい空

ーを低フルーエンスで円偏光させて固体材料表面に照射

間周期を有する周期的な微細構造（リップル）が発生す

することで、粒状の突起部を含む微細構造を形成するこ

ることが知られており（D.J.Ehrlich et al.,"Time‑res

とを特徴とする。さらに、前記突起部の径は、前記所定

olved measurements of stimulated surface polariton

波長より小さく形成されることを特徴とする。さらに、

wave scatteringand grating formation in pulsed‑la

前記突起部の径は、前記所定波長の１／１０〜３／５の

ser‑annealed germanium",Applied Physics Letter,Ame

サイズに形成されることを特徴とする。本発明に係る固

rican Institute of Physics,1982年10月1日,p.630‑p.6

20

体材料は、上記微細加工方法により形成された微細構造

32 ; 豊田浩一他2名,"ＧａＡｓのレーザー励起エッチン

を有することを特徴とする。本発明に係る加工具は、上

グにおける周期的表面リップルの形成",レーザー研究,1

記微細加工方法により形成された微細構造を有すること

990年,第18巻 第7号,p.39‑p.43）、こうしたレーザー波

を特徴とする。本発明に係る機械部品は、上記微細加工

長と同程度のレベルまでの微細構造が研究されてきてい

方法により形成された微細構造を有することを特徴とす

るに過ぎない。

る。本発明に係る電子部品は、上記微細加工方法により

【０００６】

形成された微細構造を有することを特徴とする。本発明

【発明が解決しようとする課題】上述したナノテクノロ

に係る記録媒体は、上記微細加工方法により形成された

ジーの場合ボトムアップ技術は数ｎｍレベルのナノ構造

微細構造を有することを特徴とする。

が形成可能であるものの、量産性の観点からみると実用

【０００８】本発明に係る微細加工方法は、超短パルス

化が難しいという課題がある。また、トップダウン技術

30

レーザーを低フルーエンスで偏光制御して固体材料表面

については、量産性の観点からは十分実用化に耐えるも

に照射するという簡便な方法により、照射するレーザー

のの１００ｎｍ以下のレベルのナノ構造の形成は困難で

の波長より小さいサイズの微細構造を確実に加工するこ

技術的限界も指摘されている。また、レーザー加工にお

とができる。そして、照射するレーザーの波長により微

いてもレーザー波長と同程度のレベルの微細構造までの

細構造のサイズを制御することができ、また、偏光を制

研究がなされているだけである。本発明者らは、超短パ

御することで、微細構造の形状を変化させることが可能

ルスレーザーを低フルーエンスで固体材料表面に照射し

である。従来の超短パルスレーザーを用いた微細加工で

たときにレーザー波長より小さいサイズの微細構造が形

は、アブレーションを発生させることで微細加工を行っ

成される現象を知得した。そこで、本発明では、こうし

ているが、加工速度や加工効率の観点から一般に高フル

た知見に基づき超短パルスレーザーを用いてレーザー波
長よりも小さいサイズの微細構造を形成する微細加工方

ーエンスで照射することが多く、加工面のマクロな形状
40

を問題にしており、照射面の微細構造についてはほとん

法を提供するものである。

ど検討されていなかった。また、上述したリップル構造

【０００７】

については、レーザーを照射した際に励起された表面電

【課題を解決するための手段】本発明に係る微細加工方

磁波と入射レーザー光との干渉によるものとされ、材料

法は、所定波長の超短パルスレーザーを低フルーエンス

表面の凹凸に影響されるなど偶発的に形成されるものと

で偏光制御して固体材料表面に照射することで、前記所

いえる。さらに、リップル構造は、原理的にレーザー波

定波長より小さいサイズの微細構造を形成することを特

長と同程度のサイズであり、レーザー波長より小さい微

徴とする。さらに、前記微細構造のサイズは、前記所定

細構造を形成することはできない。これに対して、本発

波長の１／１０〜３／５のサイズに形成されることを特

明者らは、低フルーエンスで偏光制御した超短パルスレ

徴とする。本発明に係る別の微細加工方法は、所定波長

ーザーを固体材料表面に照射することで、レーザー波長

の超短パルスレーザーを低フルーエンスで直線偏光させ

50

より著しく小さいサイズの微細構造が形成されることを

( 4 )

特開２００３−２１１４００

5

6

知得した。こうした現象は、これまで理解されてきたア

らない新しい現象に基づいているものであり、また、直

ブレーション現象には入らない新しい現象であることを

線偏光と直交する方向に沿って配列された細長い溝部を

示唆するものである。そして、本発明者らは、この微細

形成することができることから、これまでリソグラフィ

構造のサイズがレーザー波長と正の相関関係があること

技術で行われてきたような極めて細い線幅の加工に用い

に着目し、レーザー波長を変化させることで微細構造の

ることができる。本発明に係る別の微細加工方法は、超

サイズを制御することを可能にした。また、直線偏光−

短パルスレーザーを低フルーエンスで円偏光させて固体

楕円偏光−円偏光と偏光制御することで、細長い突起部

材料表面に照射することで粒状の突起部を含む微細構造

の形状から粒状の形状までさまざまな微細構造を形成す

を形成することができ、これも同様に、これまでのレー

ることができる。さらに、超短パルスレーザーの照射回
数により微細構造の凹凸の深さを調整することも可能で

ザー加工において理解されているアブレーションの現象
10

には入らない新しい現象に基づいているものである。さ

ある。このように、本発明の微細加工方法を用いると、

らに、照射するレーザー波長を適宜設定することで、粒

ナノレベルの微細構造を確実に加工することができる。

状突起部の径をレーザー波長の１／１０〜３／５にする

【０００９】ここで、「フルーエンス」（ｆｌｕｅｎｃ

ことができる。

ｅ）とは、レーザーの１パルス当りの出力エネルギーを

【００１１】上述した本発明に係る微細加工方法は、金

照射断面積で割って求めたエネルギー密度（Ｊ／ｃ

属、無機材料、有機材料といった固体材料全般に用いる

ｍ

２

）である。一般に、「低フルーエンス」とは相対的

ことが可能であり、固体材料に形成される微細構造のサ

にこの値が小さいことを言うが、ここでは、レーザーを

イズもレーザー波長により適宜設定することができ、ま

材料表面に照射することで材料表面が蒸散する現象が生

た、照射領域を適宜調整すれば、必要な領域に微細加工

じるエネルギー密度の最小値（アブレーション閾値）近

を施した固体材料を得ることができる。こうして微細加

傍のフルーエンスを指している。この範囲ではレーザー

20

工を行った固体材料は、例えば、比表面積の増加、他部

の照射による熱影響がほとんどない。アブレーション閾

材との接触面積の減少による材料特性の改善や新たな機

値及び低フルーエンスの範囲は材料によって異なる。低

能の付加が期待できる。また、微細構造の深さについて

フルーエンスの範囲は主にその材料の融点の違いにより

も調整が可能なことから、例えば、材料表面に形成した

異なり、通常アブレーション閾値の５倍程度を上限とす

薄膜の一部のみ削除した固体材料を作成することも可能

る範囲で、材料によっては１０倍程度の範囲まで熱影響

であり、こうした微細加工を施した材料表面に薄膜形成

がほとんど生じない場合もある。低フルーエンスの一例

を行うと、薄膜の付着強度を向上することができる。

として、銅のレーザー加工では、アブレーション閾値が

【００１２】本発明に係る微細加工方法を加工具に用い

０．１４Ｊ／ｃｍ

２

で、０．４６Ｊ／ｃｍ

２

までレーザ

た場合、加工性能を向上させることができる。例えば、

ー照射による熱の影響がほとんど生じないという実験結

研磨体の表面に本発明に係る微細加工方法により微細な

果が発表されており、この場合低フルーエンスの上限は

30

凹凸を形成すれば、非常に精密な表面加工が可能な研磨

アブレーション閾値の３倍程度となっている。

体とすることができる。また、微粒子を含む研磨液を併

【００１０】また、本発明に係る別の微細加工方法は、

せて用いる場合にもナノレベルの凹凸と微粒子の組合せ

超短パルスレーザーを低フルーエンスで直線偏光させて

により精密な表面加工が可能となる。さらに、直線偏光

固体材料表面に照射することで、その偏光方向と直交す

により形成された細長い突起部を含む微細構造を研磨体

る方向に沿って配列された細長い突起部を含む微細構造

の表面に形成することにより、細長い突起部に沿った方

を形成することができる。この微細加工方法は、上述し

向への研磨動作及び細長い突起部と直交する方向への研

た本発明の微細加工方法と同様に、これまでのレーザー

磨動作で異なる研磨を行うこともできる。その他にも、

加工において理解されているアブレーションの現象には

切断用工具や穴あけ用工具の加工表面をＤＬＣ等の高潤

入らない新しい現象に基づいているものであり、また、
直線偏光と直交する方向に沿って配列された細長い突起

滑性硬質膜で被覆し、その表面に本発明に係る微細加工
40

方法により微細な凹凸を形成することで、切削油を用い

部を形成することができることから、微細構造自体に指

ずに加工性能を向上させることができる等種々の加工具

向性を持たせることが可能となる。さらに、照射するレ

に適用可能である。

ーザー波長を適宜設定することで、細長い突起部の幅を

【００１３】本発明に係る微細加工方法を機械部品に用

レーザー波長の１／１０〜３／５にすることができる。

いた場合、機械部品の表面において生じる摩擦、摩耗、

本発明に係る別の微細加工方法は、超短パルスレーザー

潤滑といったトライボロジー現象に関して、こうした現

を低フルーエンスで直線偏光させて固体材料表面に照射

象が生じる表面に本発明に係る微細加工方法で上述した

することで、その偏光方向と直交する方向に沿って配列

微細構造を形成することでトライボロジー特性を制御す

された細長い溝部を含む微細構造を形成することができ

ることができる。例えば、軸受等の機械部品同士の接触

る。この微細加工方法も同様に、これまでのレーザー加

表面に本発明に係る微細加工を施せば、微細構造の凹凸

工において理解されているアブレーションの現象には入

50

のサイズを制御することにより接触面積を制御でき、ト
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ライボロジー特性を最適化することが可能となる。さら

場合には、λ／４板を配置して４５度の位置にすれば円

に、直線偏光により形成された細長い突起部からなる微

偏光に制御され、４５度より小さい角度の位置にすれば

細構造を形成すれば、細長い突起部に沿った方向と直交

楕円偏光に制御される。フルーエンスの調整は、光減衰

方向で異なる特性を付与することも可能となる。特にマ

器５及びフィルター８により行われるが、光減衰器５の

イクロマシンの部品のように、こうしたトライボロジー

みでも構わない。

特性を厳密に付与することが求められる場合などには、

【００１７】波長変換の一例として、パルス圧縮器４か

本発明に係る機械部品が有用である。

ら出力されたレーザー（波長８００ｎｍ）を波長２６７

【００１４】本発明に係る微細加工方法を電子部品に用

ｎｍに変換するための構成図を図２示す。出力レーザー

いる場合、例えばＩＣや液晶表示装置のようにその製造
過程において薄膜形成が行われているが、こうした薄膜

を、ＢＢＯ（β−ホウ酸バリウム）結晶板２０（厚さ
10

０．２ｍｍ）、方解石の結晶板２１（厚さ２ｍｍ）、波

を形成する表面への処理または薄膜形成後の表面への処

長板２２及びＢＢＯ結晶板２３（厚さ０．３ｍｍ）を通

理を行うことにより形成された薄膜の特性を改善するこ

過させることにより波長２６７ｎｍのレーザーを得るこ

とができる。また、従来のＩＣ製造工程においては、リ

とができる。そして、波長板７、フィルター８及び凸レ

ソグラフィ技術を用いて線幅０．２５μｍレベルの加工

ンズ９を通過させ、偏光制御したレーザーを試料１０に

が行われており、さらに微細な加工を行うためには、今

照射する。図２では、第３高調波を発生させて波長を２

まで以上に波長の短いレーザーの開発が必要となるが、

６７ｎｍに変換しているが、第２高調波（波長４００ｎ

本発明に係る微細加工方法では、例えば直線偏光により

ｍ）を利用することも可能である。

レーザー波長より小さいサイズの細長い突起部や溝部を

【００１８】上記の微細加工装置では、チタン・サファ

形成できるので、波長の短いレーザーを用いる必要がな

イアレーザーを用いているが、フェムト秒レーザーを発

くなる。

20

振することが可能なものであれば採用することができ、

【００１５】本発明に係る微細加工方法を記録媒体に用

特にレーザーの種類には限定されない。

いる場合、例えば磁気ディスクのようにディスク表面に

【００１９】

テクスチャーと称される微細な表面の凹凸が形成されて

【実施例】図１に記載の微細加工装置を用いて、窒化物

いるが、こうした表面の微細な加工を簡単に行うことが

系セラミックス（ＴｉＮ）膜、アモルファスカーボン

できる。上述したように、本発明に係る微細加工方法で

（ＤＬＣ）膜及びステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）の材料

は、微細な凹凸を精度よく形成できるため、品質の良い

を試料として、その表面に微細加工を行った。

テクスチャーを形成した記録媒体を得ることができる。

＜実施例１＞ステンレス鋼基板上に形成した窒化物系セ

【００１６】

ラミックス（ＴｉＮ）からなる硬質膜（膜厚約２μｍ、

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態につい

硬度約Ｈｖ２１００）に対して、図１の微細加工装置を

て具体的に詳述する。図１は、超短パルスレーザーを用

30

用いて波長８００ｎｍでパルス幅４０ｆｓのレーザーを

いた微細加工装置の構成図を示している。１はフェムト

直線偏光（横（ｐ）偏光及び縦（ｓ）偏光）させフルー

秒レーザー発振器であり、モード同期チタン・サファイ

エンス０．２Ｊ／ｃｍ

アレーザーを用い、パルス幅が２５ｆｓ（フェムト

ト径は約２００μｍ、繰り返し周波数１０Ｈｚで、照射

秒）、出力パルスエネルギー５ｎＪ（ナノジュール）、

回数は計３００パルスである。

波長８００ｎｍのレーザーを発振する。発振されたレー

＜実施例２＞実施例１において、円偏光させた以外は同

ザーは、パルス伸長器２でパルス幅が伸長されて増幅器

一の条件で窒化物系セラミックス（ＴｉＮ）からなる硬

３でパルスエネルギーが増幅される。増幅されたレーザ

質膜に照射した。

ーパルスは、パルス圧縮器４でパルス幅が圧縮されて、

＜実施例３＞実施例１において、波長２６７ｎｍでパル

パルス幅４０ｆｓ、パルスエネルギー４０ｍＪ、繰り返
し周波数１０Ｈｚ、波長８００ｎｍの高強度なフェムト

２

で材料表面に照射した。スポッ

ス幅１５０ｆｓのレーザーを用いた以外は同一の条件で
40

窒化物系セラミックス（ＴｉＮ）からなる硬質膜に照射

秒レーザーとなる。こうして得られたフェムト秒レーザ

した。

ーは、必要に応じて光減衰器５及び光波長変換器６を通

＜実施例４＞実施例３において、円偏光させた以外は同

過させることにより、その強度を減衰し出力波長を変換

一の条件で窒化物系セラミックス（ＴｉＮ）からなる硬

することができる。そして、フェムト秒レーザーは、波

質膜に照射した。

長板７により偏光制御され、フィルター８及びレンズ９

＜実施例５〜８＞材料としてステンレス鋼基板上に形成

を通過して、試料台１１に載置した固体材料からなる試

されたアモルファスカーボン（ＤＬＣ）からなる硬質膜

料１０の表面に照射される。波長板７は、直線偏光（縦

を用い、それぞれ実施例１〜４と同一の条件で照射し

方向、横方向）、円偏光など必要に応じ選択・制御され

た。

る。直線偏光の方向を制御する場合はλ／２板を配置し

＜実施例９〜１２＞材料としてステンレス鋼（ＳＵＳ３

て必要な方向に設定すればよく、円偏光及び楕円偏光の

50

０４）基板を用い、それぞれ実施例１〜４と同一の条件

( 6 )
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で照射した。

察された。その結果をまとめたのが、表１及び図８であ

【００２０】図３及び図４は、実施例１におけるレーザ

る。表１は、各実施例で形成された突起部のサイズと波

ー照射後の材料表面を電界放射型走査電子顕微鏡（ＦＥ

長との比を示しており、図８は、各実施例で形成された

−ＳＥＭ）で走査して描いた表面形状を示している。図

突起部のサイズを縦軸にとり、横軸に波長の長さをとっ

３は、横（ｐ）偏光させた場合の表面形状であり、左右

て両者の関係を示したグラフである。グラフにおいて、

方向に直線偏光させている。同様に、図４は、縦（ｓ）

ＴｉＮ［Ｌ］、ＴｉＮ［Ｃ］は、それぞれ窒化物系セラ

偏光させた場合で、上下方向に直線偏光させている。ま

ミックス（ＴｉＮ）に直線偏光を照射した場合と円偏光

た、図６は、実施例２におけるレーザー照射後の材料表

を照射した場合を表している。ＤＬＣ、ＳＵＳについて

面をＦＥ−ＳＥＭで走査して描いた表面形状を示してい
る。

も同様である。
10

【００２１】図３及び図４の表面形状を観察すると、偏

【００２５】
【表１】

光方向とほぼ直交する方向に沿って細長い突起部が多数
形成されていることがわかる。突起部は、両端が先細で
先端は丸くなっており、図３についてみると、個々の突
起部の幅は１００ｎｍ〜１５０ｎｍでほぼ同じように形
成されており、平均して約１２５ｎｍであった。原子間
力顕微鏡（ＡＦＭ）で５μｍ四方の表面について測定を
行った結果、平均面粗さは約３３ｎｍ、最大高低差は約
４１８ｎｍで、３点の突起部でその高さは平均約７０ｎ
ｍであった。図５は、図３の表面形状について偏光方向

20

に沿って直線状に約５μｍ測定した結果をプロファイル
したもので、黒い部分が材料に相当する部分を示してい
る。それぞれの突起部は先端が先細で丸く形成されてお
り、また、突起部の間に形成された溝の幅は、突起部の
幅よりも狭く形成され、さらに微細な加工が施されてい
ることがわかる。
【００２２】図６の表面形状を観察すると、粒状の突起
部が多数形成されていることがわかる。個々の突起部

【００２６】表１についてみると、波長の１／１０〜３

は、粒径が１００ｎｍ〜２００ｎｍでほぼ円形状に同じ

／５の範囲のサイズの突起部が形成されており、波長に

ように形成され、その粒径は平均して約１５０μｍであ

30

比べ小さいサイズの突起部が形成されていることがわか

った。ＡＦＭで２．５μｍ四方の表面について測定を行

る。図８についてみると、波長８００ｎｍの場合に比べ

った結果、平均面粗さは約２３ｎｍ、最大高低差は約２

波長２６７ｎｍの場合の方が小さくなる傾向があり、材

１８ｎｍで、３点の突起部でその高さは平均約８３ｎｍ

料の種類に関係なく一般的に正の相関関係があることが

であった。図７は、直線状に２．５μｍ測定した結果を

わかる。

プロファイルしたもので、黒い部分が材料に相当する部

【００２７】次に、比較例として、ステンレス鋼基板上

分を示している。それぞれの突起部は先端が先細で丸く

に形成した窒化物系セラミックス（ＴｉＮ）膜に波長５

形成されていることがわかる。

３２ｎｍでパルス幅２０ｎｓのレーザーを直線偏光させ

【００２３】実施例１での突起部の幅及び実施例２での

実施例１と同程度のフルーエンスで材料表面に照射し

突起部の粒径をそれぞれＤ１、Ｄ２とすると、波長λと
の比はそれぞれＤ１／λ＝０．２、Ｄ２／λ＝０．２と

た。スポット径は約２００μｍ、繰り返し周波数１０Ｈ
40

ｚで、照射回数は計３００パルス行った。照射後の表面

なり、波長に比べかなり小さいサイズの微細構造が加工

を観察すると、粒界状の多数の亀裂と亀裂に形成された

されていることがわかる。また、図５及び図７からもわ

多数の孔が観察されたが、図３、図４及び図６に示すよ

かるように、突起部間の溝の幅及び深さも同様若しくは

うな突起部は観察されなかった。別の比較例として、ス

それ以下のサイズで形成されて表面積も増加するととも

テンレス鋼基板上に形成した窒化物系セラミックス（Ｔ

に、突起部の先端が先細に形成されているため、他の部

ｉＮ）膜に、波長８００ｎｍでパルス幅４０ｆｓのレー

材との接触面積を小さくすることができる。こうした突

ザーを直線偏光させ、３００Ｊ／ｃｍ

起部の形状及び溝の形状は、レーザーの照射回数によっ

スで材料表面に照射した。スポット径は約２００μｍ、

ても変更することができると考えられる。

繰り返し周波数１０Ｈｚで、照射回数は計４パルスと少

【００２４】他の実施例についても、図３、図４及び図

ないパルス数で行った。照射後の表面を観察すると、粒

６に描かれた突起部と同様のものが形成されたことが観

50

２

の高フルーエン

界状の多数の亀裂が観察されたが、図３、図４及び図６

( 7 )
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に示すような突起部は観察されなかった。

の数十ｎｍ程度の量子ドットの形成には、本発明の微細

【００２８】以上ことから、図３、図４及び図６にみら

加工方法を用いて円偏光させ粒状の量子ドットを形成す

れる突起部からなる微細構造は、低フルーエンスの超短

ることが考えられる。また、ＩＣの製造工程でリソグラ

パルスレーザー（フェムト秒レーザー）を用いることで

フィ技術を用いて行われている極細い線幅加工にも本発

生じることが確認された。そして、この微細構造のサイ

明に係る微細加工方法を直線偏光させて微細加工すれ

ズは上述した実施例からも明らかなように波長と正の相

ば、波長の短いレーザーを用いる必要がなくなる。

関関係があることから、波長を適宜選択することにより

【００３２】また、記録媒体では、例えば、磁気ディス

そのサイズを調整することが可能である。また、波長の

クのように、磁気ヘッドの粘着防止及び摩擦力の軽減の

３／５以下であることから、従来から知られている波長
程度のリップルとは異なるものであることは明らかであ

ために形成されるテクスチャーと称する微細な表面凹凸
10

の加工を行う場合、本発明の微細加工方法で円偏光させ

る。このことは、直線偏光、円偏光と偏光を制御するこ

て照射すれば簡単にこうしたテクスチャーを形成でき

とでその形状が細長い突起部から粒状の突起部に変化す

る。磁気ディスクの基板にガラスを用いた場合には、上

ることからもその違いが明確で、本発明では偏光を制御

述した低反射性のガラス基板と同様に紫外線吸収性を持

することで微細構造の形状を変化させることもできる。

たせて微細加工を行えばよい。紫外線吸収性を持たせる

上述した実施形態では、直線偏光と円偏光のみである

ためには、紫外線吸収物質をガラスに含有させてもかま

が、楕円偏光を用いれば細長い形状と粒状の形状の中間

わない。

の楕円形状を形成することも可能である。

【００３３】

【００２９】そして、様々な種類の材料表面を加工する

【発明の効果】本発明に係る微細加工方法によれば、超

ことが可能なことから、アブレーション可能な材料一般

短パルスレーザーを低フルーエンスで偏光制御して固体

に用いることができると考えられる。したがって、上記

20

材料表面に照射するという簡便な方法により、照射する

実施例以外にも、様々な有機材料への適用も考えられ、

レーザーの波長より小さいサイズの微細構造を確実に加

例えばポリイミドについては従来よりアブレーションが

工することができるとともに、本発明者らは、この微細

生じることが知られている。液晶表示装置の基板上に形

構造のサイズがレーザー波長と正の相関関係があること

成されたポリイミド膜に対してこれまで数十ｎｍ〜数百

に着目し、レーザー波長を変化させることで微細構造の

ｎｍ程度の配向処理を行ってきているが、こうしたポリ

サイズを制御することを可能にした。また、偏光を制御

イミド膜への配向処理として本発明の微細加工方法を直

することで、微細構造の突起部や溝部の形状を変化させ

線偏光で施せば必要な領域に均一な指向性を備えた配向

ることもできる。さらに、超短パルスレーザーの照射回

処理を行うことができる。また、透明なガラス基板に対

数により微細構造の凹凸の深さを調整することも可能で

しては、紫外線吸収層を表面に形成しておき、本発明の

ある。

微細加工方法で波長２６７ｎｍのレーザーを用いて円偏

30

【００３４】また、超短パルスレーザーを直線偏光させ

光させて照射すると、粒状の突起部からなる微細構造が

て固体材料表面に照射することで、その偏光方向と直交

表面に形成されて低い反射率のガラス基板を得ることが

する方向に沿って配列された細長い突起部や細長い溝部

できる。また、本発明の微細加工方法は、上記実施例の

を形成することができ、超短パルスレーザーを円偏光さ

ＴｉＮ膜やＤＬＣ膜のような硬質膜を簡単に微細加工で

せて固体材料表面に照射することで粒状の突起部を形成

きることから、研磨体表面にこうした硬質膜を形成して

することができる。

おき、本発明の微細加工方法によりその表面に微細構造

【００３５】こうした本発明に係る微細加工方法は、金

を形成すれば、均一な研磨表面を形成できる。さらに、

属、無機材料、有機材料といった固体材料全般に用いる

直線偏光により微細構造の突起部に指向性を持たせるこ

ことが可能であり、固体材料に形成される微細構造のサ

ともできる。切断用工具や穴あけ用工具に用いた場合に
は、その加工表面をＤＬＣ等の高潤滑性硬質膜で被覆

イズもレーザー波長により適宜設定することができ、ま
40

た、照射領域を適宜調整すれば、必要な領域に微細加工

し、その表面に微細な凹凸を形成することにより、切削

を施した固体材料を得ることができる。こうして微細加

油を用いずに加工性能を向上させることができる。

工を行った固体材料は、例えば、比表面積の増加、他部

【００３０】また、マイクロマシンに用いられるような

材との接触面積の減少による材料特性の改善や新たな機

機械部品の場合、油類を使用しない機構が要求されてい

能の付加が期待できる。

るが、例えば表面に微細な凹凸を形成後固体潤滑膜を被

【００３６】本発明に係る微細加工方法を加工具に用い

覆させることにより、潤滑油が不要な軸受機構が可能に

た場合、例えば研磨体の表面に本発明に係る微細加工方

なる。

法によりナノレベルの凹凸を形成すれば、非常に精密な

【００３１】また、半導体を用いた電子部品では、近年

表面加工が可能な研磨体とすることができる。また、切

量子ドットを用いた電子デバイスの研究が行われてきて

断工具や穴あけ工具等に用いればその加工性能を向上さ

いるが、例えば発光デバイスや単一電子トランジスタで

50

せることができる。機械部品に用いた場合、機械部品の

( 8 )

特開２００３−２１１４００

13

14

表面において生じる摩擦、摩耗、潤滑といったトライボ

【図６】実施例２の照射面をＦＥ−ＳＥＭにより描いた

ロジー現象に関して、こうした現象が生じる表面に上述

表面形状を示す写真

した微細構造を形成することによりトライボロジー特性

【図７】実施例２の照射面をＡＦＭにより測定した結果

を制御することができる。電子部品に用いる場合、その

について適当な方向に沿ってプロファイルした図

製造過程において行われる薄膜形成工程で、こうした薄

【図８】波長と突起部のサイズの関係を表したグラフ

膜を形成する表面への微細加工または薄膜形成後の表面

【符号の説明】

への微細加工を行うことにより薄膜の特性を改善するこ

１

フェムト秒レーザー発振器

とができ、極細い線幅加工にも適用が可能である。記録

２

パルス伸長器

３

増幅器

４

パルス圧縮器

の凹凸の加工を簡単に行うことができる。

５

光減衰器

【図面の簡単な説明】

６

光波長変換器

【図１】本発明に係る微細加工方法を実施するための装

７

波長板

置の構成図

８

フィルター

【図２】図１中の波長変換器の構成図

９

レンズ

【図３】実施例１（横（ｐ）偏光の場合）の照射面をＦ

１０

試料

Ｅ−ＳＥＭにより描いた表面形状を示す写真

１１

試料台

【図４】実施例１（縦（ｓ）偏光の場合）の照射面をＦ

２０

ＢＢＯ結晶板

Ｅ−ＳＥＭにより描いた表面形状を示す写真

２１

方解石の結晶板

２２

波長板

２３

ＢＢＯ結晶板

媒体に用いる場合、例えば磁気ディスクのようにディス
ク表面に形成されるテクスチャーと称される微細な表面

【図５】実施例１（横（ｐ）偏光の場合）の照射面をＡ
ＦＭにより測定した結果について偏光方向に沿ってプロ
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ファイルした図
【図１】

【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】
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