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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
固体表面から剥離すべき所望の剥離深さ及び前記固体表面の材質に応じて、前記固体表
面に照射されることで前記固体表面に非熱的なイオン化放出を引き起こす低フルーエンス
領域内のフェムト秒レーザに係る照射フルーエンスの値を、前記低フルーエンス領域内で
設定する設定工程と、
前記固体表面に対して前記設定された照射フルーエンスの値で前記フェムト秒レーザを
照射する照射工程と
を備え、
前記設定工程は、前記低フルーエンス領域内として、前記材質に依存する複数のアブレ
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ーション閾値フルーエンスのうち１番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスと２番
目に小さいアブレーション閾値フルーエンスとの間の領域内で、前記照射フルーエンスの
値を設定する
ことを特徴とするレーザ照射方法。
【請求項２】
前記設定工程は、前記複数のアブレーション閾値フルーエンスとして少なくとも３つ存
在するアブレーション閾値フルーエンスのうち、前記１番目に小さいアブレーション閾値
フルーエンスＦ3,thと前記２番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスＦ2,thとの間
の領域内で、前記照射フルーエンスの値を設定することを特徴とする請求項１に記載のレ
ーザ照射方法。
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【請求項３】
前記設定工程は、前記１番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスと前記２番目に
小さいアブレーション閾値フルーエンスとの間の領域内で、前記材質に応じてレーザ多光
子吸収過程に基づいて予め設定される照射フルーエンスの値に対するアブレーション率の
特性曲線に従って、前記照射フルーエンスの値を設定することを特徴とする請求項１又は
２に記載のレーザ照射方法。
【請求項４】
前記設定工程は、前記レーザ多光子吸収過程として３光子吸収過程に基づいて予め設定
される前記特性曲線に従って、前記照射フルーエンスの値を設定することを特徴とする請
求項３に記載のレーザ照射方法。
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【請求項５】
前記設定工程は、前記剥離深さ及び前記材質に応じて、前記フェムト秒レーザの光強度
の値を設定することを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載のレーザ照射方法
。
【請求項６】
固体表面から剥離すべき所望の剥離深さ及び前記固体表面の材質に応じて、前記固体表
面に照射されることで前記固体表面に非熱的なイオン化放出を引き起こす低フルーエンス
領域内のフェムト秒レーザに係る光強度の値を、前記フェムト秒レーザに係る照射フルー
エンスが前記低フルーエンス領域内から外れない範囲内で設定する設定工程と、
前記固体表面に対して前記設定された光強度の値で前記フェムト秒レーザを照射する照
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射工程と
を備え、
前記設定工程は、前記照射フルーエンスが、前記低フルーエンス領域内としての、前記
材質に依存する複数のアブレーション閾値フルーエンスのうち１番目に小さいアブレーシ
ョン閾値フルーエンスと２番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスとの間の領域内
から外れない範囲内で、前記光強度の値を設定する
ことを特徴とするレーザ照射方法。
【請求項７】
前記設定工程は、前記剥離深さに加えて又は代えて前記固体表面から剥離すべき所望の
剥離面積と前記材質とに応じて、前記照射フルーエンスの値及び前記光強度の値のうち少
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なくとも一方を設定することを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載のレーザ
照射方法。
【請求項８】
請求項１から７のいずれか一項に記載のレーザ照射方法を含み、前記照射工程によって
前記固体表面を微細加工することを特徴とする微細加工方法。
【請求項９】
請求項１から７のいずれか一項に記載のレーザ照射方法と、
前記照射工程によって前記固体表面から放出された分子イオンを用いて被成膜体に対し
て成膜を行う成膜工程と
を備えたことを特徴とする薄膜形成方法。
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【請求項１０】
固体表面から剥離すべき所望の剥離深さ及び前記固体表面の材質に応じて、前記固体表
面に照射されることで前記固体表面に非熱的なイオン化放出を引き起こす低フルーエンス
領域内のフェムト秒レーザに係る照射フルーエンスの値を、前記低フルーエンス領域内で
設定する設定手段と、
前記固体表面に対して前記設定された照射フルーエンスの値で前記フェムト秒レーザを
照射する照射手段と
を備え、
前記設定手段は、前記低フルーエンス領域内として、前記材質に依存する複数のアブレ
ーション閾値フルーエンスのうち１番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスと２番

50

(3)

JP 4644797 B2 2011.3.2

目に小さいアブレーション閾値フルーエンスとの間の領域内で、前記照射フルーエンスの
値を設定する
ことを特徴とするレーザ照射装置。
【請求項１１】
固体表面から剥離すべき所望の剥離深さ及び前記固体表面の材質に応じて、前記固体表
面に照射されることで前記固体表面に非熱的なイオン化放出を引き起こす低フルーエンス
領域内のフェムト秒レーザに係る光強度の値を、前記フェムト秒レーザに係る照射フルー
エンスが前記低フルーエンス領域内から外れない範囲内で設定する設定手段と、
前記固体表面に対して前記設定された光強度の値で前記フェムト秒レーザを照射する照
射手段と
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を備え、
前記設定手段は、前記照射フルーエンスが、前記低フルーエンス領域内としての、前記
材質に依存する複数のアブレーション閾値フルーエンスのうち１番目に小さいアブレーシ
ョン閾値フルーエンスと２番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスとの間の領域内
から外れない範囲内で、前記光強度の値を設定する
ことを特徴とするレーザ照射装置。
【請求項１２】
前記照射手段は、前記レーザとして、一つのレーザパルスを他のレーザパルスから時間
的に独立した形で照射可能に構成されていることを特徴とする請求項１０又は１１に記載
のレーザ照射装置。
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【請求項１３】
請求項１０から１２のいずれか一項に記載のレーザ照射装置を含み、前記照射手段によ
って前記固体表面を微細加工することを特徴とする微細加工装置。
【請求項１４】
請求項１０から１２のいずれか一項に記載のレーザ照射装置と、
前記照射手段によって前記固体表面から放出された分子イオンを用いて被成膜体に対し
て成膜を行なう成膜手段と
を備えたことを特徴とする薄膜形成装置。
【請求項１５】
請求項１から７のいずれか一項に記載のレーザ照射方法により微細加工が施された構造
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を有することを特徴とする加工物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、例えばレーザを利用した固体表面におけるナノレベルの微細加工や固体表面
からのナノレベルのイオン放出、固体表面の非破壊的な質量分析等に好適に利用される、
レーザ照射方法及び装置、これらを用いた微細加工方法及び装置並びに薄膜形成方法及び
装置の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
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この種のレーザを用いた微細加工の技術分野では、パルス幅が極短い、「フェムト秒レ
ーザ」を用いた技術開発が進められている。ここに「フェムト秒レーザ」とは、パルス幅
が１ピコ秒（ｐｓ）以下であるフェムト秒オーダのレーザ或いはレーザパルスをいう。ま
た、レーザを高フルーエンスや低フルーエンスで固体表面に照射することで、該固体表面
における微細加工を行う技術も知られている。ここに「フルーエンス」とは、レーザの１
パルス当りの出力エネルギを照射断面積で割って求めたエネルギ密度（Ｊ／ｃｍ２）であ
る。
【０００３】
より具体的には、高フルーエンス領域で、長パルスのレーザや、フェムト秒レーザを含
む短パルスのレーザを固体表面に照射することによって、高温に加熱された固体表面から
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、熱的にイオン放出（或いは、脱離イオン化）を行わせる技術が報告されている（非特許
文献１、２、３参照）。
【０００４】
他方、低フルーエンスでフェムト秒レーザを波長制御（即ち、周波数制御）や偏光制御
することによって、穴のサイズや、穴の形状を制御することを特徴とする微細加工方法も
提案されている（特許文献１参照）。尚、「低フルーエンス」とは、一般には、相対的に
フルーエンスの値が小さいことをいうが、特許文献１では、レーザを材料表面に照射する
ことで材料表面が蒸発する現象が生じるエネルギ密度の最小値（アブレーション閾値）近
傍のフルーエンスを示しているとされている。
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【０００５】
【非特許文献１】P.A.VanRompay et al,

Pulse‑contrast effects on energy distribu

tions of C1+ to C4+ ions for high‑intensity 100‑fs laser‑ablation plasmas

, App

lied Surface Science 127‑129, pp.1023‑1028 (1998)
【非特許文献２】S.Amoruso et al,

Thermal and nonethermal ion emission during h

igh‑fluence femtosecond laser ablation of metallic targets

, Appl. Phys. Lett.

77, pp.3728‑3730 (2000)
【非特許文献３】T.Gotz et al,
d metals: indium

Short‑pulse UV laser ablation of solid and liqui

, Appl. Phys. A64, pp. 539

543 (1997)

【特許文献１】特開２００３−２１１４００号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、非特許文献１から３の技術によれば、利用するレーザは、高フルーエン
ス領域に限られる。このため、レーザ照射によって、固体表面を溶かするか、或いは、固
体表面の組織を熱的に壊すことになる。従って固体表面に当該レーザ照射によって微細加
工をしようと考えた場合、特に、原子・分子レベルでの剥離や原子・分子レベルでのイオ
ン化、或いは非破壊的な分析（即ち、原子・分子レベルのみでの破壊による、例えば質量
分析等の分析）は、これらの技術によれば、実践上不可能であるという問題点がある。
【０００７】
他方、特許文献１によれば、微細加工のサイズは、「波長と正の相関関係がある」とさ
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れており、例えば、剥離深さ或いはアブレーション率等を含めて、微細加工のサイズを変
える或いは微細加工のサイズを制御・調整するためには、レーザの波長を変える必要があ
る。このため、特許文献１によれば、光波長変換器をレーザ光路内に配置するなど、特別
な波長制御手段が光学系内に必要となり、装置構成及び制御が複雑化したり、微細加工に
おける自由度に欠けるという技術的問題点がある。更に、このように波長制御を伴う方法
では、フェムト秒レーザを用いても原子・分子レベルでの剥離や、原子・分子レベルでの
イオン化を行うことは実践上困難であるという技術的問題点もある。
【０００８】
本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、例えば固体表面において原子・
分子レベルでの剥離や原子・分子レベルでのイオン化（即ち、脱離イオン化）が可能であ
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り、アブレーションによる微細加工、微細なイオン放出、非破壊的な固体表面分析等に好
適に利用可能である、レーザ照射方法及び装置、これらを用いた固体表面における微細加
工方法及び装置、並びに薄膜形成方法及び装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明の第１のレーザ照射方法は上記課題を解決するために、固体表面から剥離すべき
所望の剥離深さ及び前記固体表面の材質に応じて、前記固体表面に照射されることで前記
固体表面に非熱的なイオン化放出を引き起こす低フルーエンス領域内のフェムト秒レーザ
に係る照射フルーエンスの値を、前記低フルーエンス領域内で設定する設定工程と、前記
固体表面に対して前記設定された照射フルーエンスの値で前記フェムト秒レーザを照射す
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る照射工程とを備え、前記設定工程は、前記低フルーエンス領域内として、前記材質に依
存する複数のアブレーション閾値フルーエンスのうち１番目に小さいアブレーション閾値
フルーエンスと２番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスとの間の領域内で、前記
照射フルーエンスの値を設定する。
【００１０】
本発明の第１のレーザ照射方法によれば、設定工程では、固体表面から剥離すべき所望
の剥離深さ（言い換えれば、所望のアブレーション率）及び固体表面の材質に応じて、当
該固体表面に対して照射するフェムト秒レーザに係る照射フルーエンスの値が設定される
。例えば、アブレーション率に換算して０．０１ｎｍ／ｓｈｏｔ（ナノメートル／ショッ
ト、但し「ショット」とは、レーザパルスの一回の照射を意味する）程度といった、原子

10

・分子レベルでの、即ち、非常に浅い剥離深さが所望の剥離深さであれば、これに応じて
、照射フルーエンスの値は、例えば０．１Ｊ／ｃｍ２に設定される。尚、「アブレーショ
ン率」とは、レーザの１パルス（ｓｈｏｔ）当りの、アブレーション深さ即ち剥離深さ（
ｎｍ）を示す。そして、照射工程では、このように設定工程で設定された照射フルーエン
スの値で、フェムト秒レーザが固体表面に対して照射される。
【００１１】
本発明に係る「フェムト秒レーザ」とは、固体表面をなす金属等の材質に対して、その
衝突緩和時間よりも短い時間のパルス幅を有する、フェムト秒オーダのパルスレーザを意
味する。即ち、フェムト秒レーザに係るパルス幅そのものについては、固体表面をなす金
属等の材質に応じて可変である。例えば、Ａｌ（アルミニウム）であれば、１．１２ｐｓ
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（ピコ秒）、Ｃｕ（銅）であれば１７．４９ｐｓ、Ｔｉ（チタン）であれば、０．８３ｐ
ｓといった具合である。
【００１２】
また、本発明に係る「低フルーエンス領域」とは、非熱的なイオン化が固体表面で生じ
るアブレーション閾値付近の領域を意味する。より具体的には、典型的には１番目に小さ
いアブレーション閾値フルーエンスと２番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスと
の間の領域内を意味する。低フルーエンス領域は、固体表面の材質によって変化するが、
例えば、１５ｍＪ／ｃｍ２〜１５０ｍＪ／ｃｍ２といったオーダのフルーエンス領域が、
ここでは挙げられる。
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【００１３】
本発明の第１のレーザ照射方法では特に、設定工程において、照射フルーエンスの値は
、固体表面に非熱的なイオン化放出（即ち、非熱的な脱離イオン化）を引き起こす低フル
ーエンス領域内で設定され、照射工程では、フェムト秒レーザがこの設定値で照射される
。本発明で照射されるフェムト秒レーザは、低フルーエンスであって且つ高光強度である
低フルーエンス高強度レーザパルス

となる。ここに本発明に係るレーザの「高強度」

或いは「高光強度」とは、フェムト秒レーザを固体表面に照射することで、固体表面から
分子イオン又は多価分子イオンとして放出させることが可能なレーザに係る強度或いは光
強度を意味し、この値は、固体表面の材質に固有の値となる。但し、本発明で、「光強度
」というパラメータに対する条件付けは、独立に要求される必要はなく、上述したアブレ
ーション閾値フルーエンスに係る条件が決まれば、レーザ強度（光強度）＝フルーエンス
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／パルス幅なる関係式より、フルーエンスに従属して決められる。ここで、前記設定工程
は、前記低フルーエンス領域内として、前記材質に依存する複数のアブレーション閾値フ
ルーエンスのうち１番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスと２番目に小さいアブ
レーション閾値フルーエンスとの間の領域内で、前記照射フルーエンスの値を設定する。
このようにすれば、照射フルーエンスの値は、固体表面の材質に依存する複数のアブレー
ション閾値フルーエンスのうち、１番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスと２番
目に小さいアブレーション閾値フルーエンスとの間の領域内で、設定される。このような
複数のアブレーション閾値フルーエンスは、固体表面の材質等に依存して予め数値化、或
いはテーブル化可能である。よって、一旦、これらの値を求めておけば、設定工程におけ
る照射フルーエンスの値を、実際にレーザ照射の対象となる固体表面の材質及び所望の剥
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離深さ（或いは、アブレーション率）に応じて、一意的に決めることが可能となる。即ち
、比較的容易にして照射フルーエンスの設定を実施できる。
【００１４】
従って、(i)前述した非特許文献１から３のように高フルーエンスのレーザ照射によっ
て又は(ii)フェムト秒レーザではなく衝突緩和時間よりも長いパルスのレーザ照射によっ
て、固体表面における熱的なイオン化を招くことなく或いは加熱による溶融や破壊を招く
ことなく、原子・分子レベルで剥離或いはアブレーションを行うことができる。この際、
低フルーエンスであって且つフェムト秒レーザという極短いパルスを用いることで、非熱
的なイオン放出現象が固体表面で起き、該固体表面が加熱されることなく、原子・分子レ
ベルでの剥離が可能となるのである。尚、本発明において「原子・分子レベル」とは、例

10

えば原子１個や原子数個、或いは原子十数個から数十個といった、固体表面付近における
ナノオーダやサブナノオーダの範囲或いは単位を示す。
【００１５】
更に、前述の特許文献１において「レーザの波長を調整・制御することで、該波長と正
の相関関係があるとされる微細加工のサイズを調整・制御する」とされているのに対して
、本発明の第１のレーザ照射方法に係る照射工程では、レーザに係る照射フルーエンスの
値を、低フルーエンス領域内において調整・制御することで、剥離深さを調整・制御する
、言い換えればアブレーション率を調整・制御するものである。これは、本願発明の研究
によれば、低フルーエンス領域では、例えば多価イオン化現象としての３光子吸収過程が
アブレーション現象の要因として顕著に又は完全に支配的となるので、（レーザ波長をパ

20

ラメータとすることなく或いは波長に拘わらず）、照射フルーエンスの値を調整・制御す
ることで、剥離深さ或いはアブレーションの率を調整・制御できるという考察に基づくも
のである。即ち、本発明によれば、特許文献１が教える如くにレーザ波長をパラメータと
して調整・制御する必要なしに、照射フルーエンスの値を調整・制御することで、微細加
工のサイズを調整・制御することも可能となる。また、伝統的なレーザ加工の一種として
見られるように、光の干渉により微細加工する二つのレーザ光を必要とすることもない。
【００１６】
以上のように、本発明の第１のレーザ照射方法によれば、剥離深さ（アブレーション率
）、或いは、剥離深さ及び剥離面積を含めた微細加工のサイズを調整・制御するために、
低フルーエンス領域内における照射フルーエンスの値を調整・制御している。言い換えれ

30

ば、アブレーションを起こさせるためのレーザ照射と、非熱的なイオン化を起こさせるた
めのレーザ照射とを、同時に一つのレーザ照射として行なっている。従って、前述の特許
文献１の如くに「波長変換器」といった特別にレーザ波長を調整・制御するための光学手
段は非必要となり、比較的容易にして、剥離深さ（アブレーション率）或いは微細加工の
サイズを、所望の値に調整・制御できるので実用上大変有利である。
【００１７】
見方を変えれば、原子・分子レベルでの剥離によって、固体表面から非破壊的に微量の
分子イオンを放出させて、これを薄膜形成等に利用することも可能となり、また、固体表
面から非破壊的に分子イオンを放出させて（即ち、脱離イオン化させて）、これを質量分
析等に利用することも可能となるので実用上大変有利である。

40

【００２０】
本発明の第１のレーザ照射方法の一態様では、前記設定工程は、前記複数のアブレーシ
ョン閾値フルーエンスとして少なくとも３つ存在するアブレーション閾値フルーエンスの
うち、前記１番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスＦ3,thと前記２番目に小さい
アブレーション閾値フルーエンスＦ2,thとの間の領域内で、前記照射フルーエンスの値を
設定してもよい。
【００２１】
このように設定すれば、照射フルーエンスの値は、例えば３光子吸収過程がアブレーシ
ョン現象において支配的になる、アブレーション閾値フルーエンスＦ3,thとＦ2,thとの間
に存在する低フルーエンス領域内で、設定されることになる。尚、フェムト秒レーザであ
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っても、例えば、８００ｎｍの波長であれば、光子としては１．５ｅＶの粒の性質を有す
る。よって、固体表面において、３光子吸収過程に従って非熱的なイオン化放出が行なわ
れる。因みに、本願発明者らの研究によれば、２光子吸収過程がアブレーション現象にお
いて支配的になる、２番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスＦ2,thと３番目に小
さいアブレーション閾値フルーエンスＦ1,thとの間の領域では、熱的なイオン化放出現象
が確認されており、本発明の如く非熱的なイオン化放出現象は殆ど又は全く確認されてい
ない。
【００２２】
このアブレーション閾値フルーエンスに係る態様では、前記設定工程は、前記１番目に
小さいアブレーション閾値フルーエンスと前記２番目に小さいアブレーション閾値フルー

10

エンスとの間の領域内で、前記材質に応じてレーザ多光子吸収過程に基づいて予め設定さ
れる照射フルーエンスの値に対するアブレーション率の特性曲線に従って、前記照射フル
ーエンスの値を設定するように構成してもよい。
【００２３】
このように構成すれば、レーザ多光子吸収過程に基づいて予め設定された、例えばシミ
ュレーション又はモデル化された特性曲線に従って、照射フルーエンスの値を比較的簡単
且つ迅速に設定することが可能となる。
【００２４】
この場合、前記設定工程は、前記レーザ多光子吸収過程として３光子吸収過程に基づい
て予め設定される前記特性曲線に従って、前記照射フルーエンスの値を設定してもよい。
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【００２５】
このように設定すれば、３光子吸収過程に基づいて予め設定された特性曲線に従って、
照射フルーエンスの値を比較的簡単且つ迅速に設定することが可能となる。
【００２６】
本発明の第１のレーザ照射方法の他の態様では、前記設定工程は、前記剥離深さ及び前
記材質に応じて、前記フェムト秒レーザの光強度の値を設定する（即ち、光強度を、照射
フルーエンスの値に代えて即ち間接的に設定するか、又は照射フルーエンスの値に加えて
設定する）。
【００２７】
この態様によれば、設定工程では、所望の剥離深さ（アブレーション率）及び材質に応
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じて、フェムト秒レーザの光強度を、照射フルーエンスの値に代えて、即ち間接的に設定
するか、又は照射フルーエンスの値に加えて設定する。よって、フェムト秒レーザに係る
光強度の値を適宜変更することで、（波長に変更を加えることなく）比較的容易にして、
剥離深さ（アブレーション率）或いは微細加工のサイズを、所望の値に調整・制御できる
。尚、既に述べたように「光強度」というパラメータに対する条件付けは、独立に要求さ
れる必要はなく、上述したアブレーション閾値フルーエンスに係る条件が決まれば、これ
に従属して決められる。
【００２８】
本発明の第２のレーザ照射方法は上記課題を解決するために、固体表面から剥離すべき
所望の剥離深さ及び前記固体表面の材質に応じて、前記固体表面に照射されることで前記

40

固体表面に非熱的なイオン化放出を引き起こす低フルーエンス領域内のフェムト秒レーザ
に係る光強度の値を、前記フェムト秒レーザに係る照射フルーエンスが前記低フルーエン
ス領域内から外れない範囲内で設定する設定工程と、前記固体表面に対して前記設定され
た光強度の値で前記フェムト秒レーザを照射する照射工程とを備え、前記設定工程は、前
記照射フルーエンスが、前記低フルーエンス領域内としての、前記材質に依存する複数の
アブレーション閾値フルーエンスのうち１番目に小さいアブレーション閾値フルーエンス
と２番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスとの間の領域内から外れない範囲内で
、前記光強度の値を設定する。
【００２９】
本発明の第２のレーザ照射方法によれば、設定工程では、固体表面から剥離すべき所望
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の剥離深さ（言い換えれば、所望のアブレーション率）及び固体表面の材質に応じて、当
該固体表面に対して照射するフェムト秒レーザに係る光強度の値が設定される。そして、
照射工程では、このように設定工程で設定された光強度の値で、フェムト秒レーザが固体
表面に対して照射される。
【００３０】
本発明の第２のレーザ照射方法では特に、設定工程において、光強度の値は、照射フル
ーエンスの値が固体表面に非熱的なイオン化放出を引き起こす低フルーエンス領域内から
外れない範囲内で設定され、照射工程では、フェムト秒レーザがこの設定値で照射される
。従って、上述した本発明の第１のレーザ照射方法の場合と同様に、固体表面における熱
的なイオン化を招くことなく或いは加熱による溶融や破壊を招くことなく、原子・分子レ

10

ベルで剥離或いはアブレーションを行うことができる。
【００３１】
以上のように本発明の第２のレーザ照射方法によれば、剥離深さ（アブレーション率）
、或いは微細加工のサイズを調整・制御するために、照射フルーエンスの値が低フルーエ
ンス領域内から外れない範囲内で、フェムト秒レーザの光強度の値を調整・制御している
。言い換えれば、アブレーションを起こさせるためのレーザ照射と、非熱的なイオン化を
起こさせるためのレーザ照射とを、同時に一つのレーザ照射として行なっている。従って
、上述した本発明の第１のレーザ照射方法の場合と同様に、例えば前述の特許文献１の如
くに「波長変換器」といった特別にレーザ波長を調整・制御するための光学手段は非必要
となり、比較的容易にして、剥離深さ（アブレーション率）或いは微細加工のサイズを、
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所望の値に調整・制御できるので実用上大変有利である。
【００３２】
尚、本発明の第２のレーザ照射方法においても、上述した本発明の第１のレーザ照射方
法における各種態様と同様の態様を適宜採用可能である。
【００３３】
本発明の第１又は第２のレーザ照射方法の他の態様では、前記設定工程は、前記剥離深
さに加えて又は代えて前記固体表面から剥離すべき所望の剥離面積と前記材質とに応じて
、前記照射フルーエンスの値及び前記光強度の値のうち少なくとも一方を設定する。
【００３４】
この態様によれば、設定工程では、剥離深さ及び剥離面積と固体表面の材質とに応じて
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、又は、剥離面積と固体表面の材質とに応じて、第１のレーザ照射方法であれば照射フル
ーエンスの値が設定され、第２のレーザ照射方法であれば光強度の値が設定される。従っ
て、照射工程において、例えばフェムト秒レーザの波長に変更を加えることなく、フェム
ト秒レーザに係る照射フルーエンスの値や光強度の値に適宜変更を加えることで、剥離深
さのみならず、剥離面積についても調整・制御することが可能となる。尚、本発明におい
て「剥離面積」とは、固体表面上で脱離イオン化によって剥離される部分の面積をいう。
また、剥離深さと剥離面積とを併せて、広義の「微細加工サイズ」と呼んでもよいし、剥
離面積を単独で、狭義の「微細加工サイズ」と呼んでもよい。いずれにせよ、本態様によ
って、剥離深さ或いはアブレーション率のみならず、剥離面積や、広義又は狭義の微細加
工サイズについても、フェムト秒レーザに係る照射フルーエンス又は光強度の値によって
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制御可能となる。
【００３５】
本発明の微細加工方法は上記課題を解決するために、上述した本発明の第１又は第２の
レーザ照射方法（但し、その各種態様を含む）を含み、前記照射工程によって前記固体表
面を微細加工する。
【００３６】
本発明の微細加工方法によれば、上述した本発明の第１又は第２のレーザ照射方法を含
むので、固体表面に対して原子・分子レベルでの超微細加工が可能となる。
【００３７】
本発明の薄膜形成方法は上記課題を解決するために、上述した本発明の第１又は第２の
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レーザ照射方法（但し、その各種態様を含む）と、前記照射工程によって前記固体表面か
ら放出された分子イオンを用いて被成膜体に対して成膜を行う成膜工程とを備える。
【００３８】
本発明の薄膜形成方法によれば、上述した本発明の第１又は第２のレーザ照射方法を含
むので、固体表面から原子・分子レベルで放出される分子イオンを利用して、例えば基板
などの非成膜体上に、薄膜形成を行うことが可能となる。例えば、放出された分子イオン
を電界により加速して、基板に衝突させることで、基板上に極薄い薄膜を形成することが
可能となる。
【００３９】
尚、上述した本発明の第１又は第２のレーザ照射方法は、このような微細加工方法や薄
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膜形成方法の他にも、固体表面から原子・分子レベルで放出される分子イオンを利用して
、当該固体表面の材質についての質量分析等の分析や計測を行う方法に適用することも可
能である。例えば、上述した本発明の第１又は第２のレーザ照射方法（但し、その各種態
様を含む）と、前記照射工程によって前記固体表面から放出された、即ち脱離イオン化（
デソープションイオン化）された分子イオンを用いて、例えば質量分析等の、前記固体表
面の物理的又は化学的な分析（計測も含む）を非破壊的に行う分析工程とを備えた分析方
法を実現できる。
【００４０】
本発明の第１のレーザ照射装置は上記課題を解決するために、固体表面から剥離すべき
所望の剥離深さ及び前記固体表面の材質に応じて、前記固体表面に照射されることで前記
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固体表面に非熱的なイオン化放出を引き起こす低フルーエンス領域内のフェムト秒レーザ
に係る照射フルーエンスの値を、前記低フルーエンス領域内で設定する設定手段と、前記
固体表面に対して前記設定された照射フルーエンスの値で前記フェムト秒レーザを照射す
る照射手段とを備え、前記設定手段は、前記低フルーエンス領域内として、前記材質に依
存する複数のアブレーション閾値フルーエンスのうち１番目に小さいアブレーション閾値
フルーエンスと２番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスとの間の領域内で、前記
照射フルーエンスの値を設定する。
【００４１】
本発明の第１のレーザ照射装置によれば、上述した本発明の第１のレーザ照射方法の場
合と同様に、剥離深さ（アブレーション率）、或いは微細加工のサイズを調整・制御する
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ために、照射フルーエンスの値を調整・制御している。従って、例えば前述の特許文献１
の如くに「波長変換器」といった特別にレーザ波長を調整・制御するための光学手段は非
必要となり、比較的容易にして、剥離深さ（アブレーション率）或いは微細加工のサイズ
を、所望の値に調整・制御できるので実用上大変有利である。
【００４２】
尚、本発明の第１のレーザ照射装置においても、上述した本発明の第１のレーザ照射方
法における各種態様と同様の態様を適宜採用可能である。
【００４３】
本発明の第２のレーザ照射装置は上記課題を解決するために、固体表面から剥離すべき
所望の剥離深さ及び前記固体表面の材質に応じて、前記固体表面に照射されることで前記
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固体表面に非熱的なイオン化放出を引き起こす低フルーエンス領域内のフェムト秒レーザ
に係る光強度の値を、前記フェムト秒レーザに係る照射フルーエンスが前記低フルーエン
ス領域内から外れない範囲内で設定する設定手段と、前記固体表面に対して前記設定され
た光強度の値で前記フェムト秒レーザを照射する照射手段とを備え、前記設定手段は、前
記照射フルーエンスが、前記低フルーエンス領域内としての、前記材質に依存する複数の
アブレーション閾値フルーエンスのうち１番目に小さいアブレーション閾値フルーエンス
と２番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスとの間の領域内から外れない範囲内で
、前記光強度の値を設定する。
【００４４】
本発明の第２のレーザ照射装置によれば、上述した本発明の第２のレーザ照射方法の場
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合と同様に、剥離深さ（アブレーション率）、或いは微細加工のサイズを調整・制御する
ために、照射フルーエンスの値が低フルーエンス領域内から外れない範囲内で、フェムト
秒レーザの光強度の値を調整・制御している。従って、例えば前述の特許文献１の如くに
「波長変換器」といった特別にレーザ波長を調整・制御するための光学手段は非必要とな
り、比較的容易にして、剥離深さ（アブレーション率）或いは微細加工のサイズを、所望
の値に調整・制御できるので実用上大変有利である。
【００４５】
尚、本発明の第２のレーザ照射装置においても、上述した本発明の第２のレーザ照射方
法における各種態様と同様の態様を適宜採用可能である。
【００４６】

10

本発明の第１又は第２のレーザ照射装置の一態様では、前記照射手段は、前記レーザと
して、一つのレーザパルスを他のレーザパルスから時間的に独立した形で照射可能に構成
されている。
【００４７】
この態様によれば、照射手段によって、一つのレーザパルスを他のレーザパルスから時
間的に独立した形で照射することで、固体表面から分子イオンを、一つのレーザパルスに
対応する極めて微細な剥離量でイオン化放出させることが可能となる。即ち、例えば原子
・分子レベルの超微細加工や、非破壊的な分子イオン放出が可能となる。また、これより
も大量の剥離量で分子イオンを放出させたい場合には、照射手段によって、複数のレーザ
パルスをまとめて或いは連続して照射することも可能である。

20

【００４８】
本発明の微細加工装置は上記課題を解決するために、上述した本発明の第１又は第２の
レーザ照射装置（但し、その各種態様を含む）を含み、前記照射手段によって前記固体表
面を微細加工する。
【００４９】
本発明の微細加工装置によれば、上述した本発明の第１又は第２のレーザ照射装置を含
むので、上述した本発明の微細加工方法の場合と同様に、固体表面に対して原子・分子レ
ベルでの超微細加工が可能となる。
【００５０】
本発明の薄膜形成装置は上記課題を解決するために、上述した本発明の第１又は第２の
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レーザ照射装置（但し、その各種態様を含む）と、前記照射手段によって前記固体表面か
ら放出された分子イオンを用いて被成膜体に対して成膜を行う成膜手段とを備える。
【００５１】
本発明の薄膜形成装置によれば、上述した本発明の第１又は第２のレーザ照射装置を含
むので、上述した本発明の薄膜形成方法の場合と同様に、固体表面から原子・分子レベル
で放出される分子イオンを利用して、例えば基板などの非成膜体上に、薄膜形成を行うこ
とが可能となる。
【００５２】
尚、上述した本発明の第１又は第２のレーザ照射装置は、このような微細加工装置や薄
膜形成装置の他にも、固体表面から原子・分子レベルで放出される分子イオンを利用して

40

、当該固体表面の材質についての質量分析等の分析や計測を行う装置に適用することも可
能である。例えば、上述した本発明の第１又は第２のレーザ照射装置（但し、その各種態
様を含む）と、前記照射手段によって前記固体表面から放出された分子イオンを用いて、
例えば質量分析等の、前記固体表面の物理的又は化学的な分析（計測も含む）を非破壊的
に行う分析手段とを備えた分析装置を実現できる。
【００５３】
本発明の加工物は上記課題を解決するために、上述した本発明の第１又は第２のレーザ
照射方法（但し、その各種態様を含む）により微細加工が施された構造を有する。
【００５４】
本発明の加工物によれば、上述した本発明の第１又は第２のレーザ照射装置により微細
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加工が施されるので、原子・分子レベルでの超微細加工が施された加工物を実現できる。
【００５５】
本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施の形態から明らかにされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５６】
以下では、本発明の実施の形態について図を参照しつつ説明する。
【００５７】
（レーザ照射装置の実施形態）
図１から図１７を参照して、レーザ照射装置の実施形態について説明する。
【００５８】

10

先ず図１を参照して、レーザ照射装置の構成について説明する。ここに図１は、本実施
形態に係るレーザ照射装置の概略構成を示す。
【００５９】
図１において、レーザ照射装置１は、制御装置１０、レーザ光源装置１１及び集光レン
ズ１２を備えて構成される。制御装置１０は、本発明に係る「設定手段」の一例を構成し
ており、レーザ光源装置１１及び集光レンズ１２は、本発明に係る「照射手段」の一例を
構成している。
【００６０】
レーザ光源装置１１は、制御装置１０による駆動制御を受けて、フェムト秒レーザＬＢ
を、集光レンズ１２を介して、本発明に係る「固体表面」を有する固体の一例たるターゲ

20

ット１３に向けて照射する。レーザ光源装置１１は、制御装置１０により、ターゲット１
３の材質と、ターゲット１３の表面を剥離するに際して要望される所望の剥離深さＤｒ（
又は、アブレーション率）とに応じて設定された照射フルーエンスの値で、フェムト秒レ
ーザＬＢを発生するように構成されている。尚、制御装置１０によって、ターゲット１３
の材質及び所望の剥離深さＤｒに応じて、フェムト秒レーザＬＢに係る照射フルーエンス
の値に加えて又は代えてフェムト秒レーザＬＢに係る光強度の値が設定されてもよい。
【００６１】
本実施形態は、ターゲット１３は、フェムト秒レーザＬＢを入射するための窓を有する
真空容器１４内に配置されている。但し、必ずしもこのように真空容器１４内に配置しな
くてもよい。ターゲット１３は、フェムト秒レーザＬＢの入射軸に対して、例えば４５度
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といった、所定角度θだけ傾けられて配置されており、これによりターゲット１３の表面
から、脱離イオン化した分子イオンの真空容器１４内への放出が良好に行なわれる。
【００６２】
制御装置１０によるフェムト秒レーザＬＢに係るパラメータ設定については後に詳述す
るが、低フルーエンス領域内のフェムト秒レーザＬＢに係る照射フルーエンスの値は、フ
ェムト秒レーザＬＢがターゲット１３の表面に非熱的なイオン化放出を引き起こすように
、ターゲット１３の材質及び所望の剥離深さＤｒに応じて設定される。
【００６３】
尚、図１では説明の簡略化のため、光学系として、集光レンズ１２が、フェムト秒レー
ザＬＢの光路に配置されているが、その他のレンズ、プリズム、ミラー、シャッター等が
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該光路に適宜配置されてもよく、更に、レーザ光源装置１１内に、半導体レーザ装置等の
各種レーザ装置と、各種レンズ、シャッター、偏光板、位相差板等の光学部品とが適宜組
み込まれてもよい。
【００６４】
次に図２から図１２を参照して、上述の如き構成を有するレーザ照射装置１における、
フェムト秒レーザＬＢに係る照射フルーエンスの値の設定等について説明する。ここでは
、照射フルーエンスの値と、ターゲット１３の表面におけるアブレーション率（剥離深さ
に対応する）との関係を検証し、更に、ターゲット１３の表面におけるアブレーション率
が、低フルーエンス領域におけるフェムト秒レーザＬＢの照射フルーエンスの値によって
、或いは光強度の値によって、調整・制御可能であることを検証する。尚、これらの検証
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に基づき、図１に示したレーザ照射装置１における、照射フルーエンスの値等が設定され
ることになる。
【００６５】
先ず図２を参照して、照射フルーエンスの値とアブレーション率との関係等を検証する
ため実験装置としての、レーザ照射・分析装置の構成について説明する。ここに、図２は
、レーザ照射・分析装置の概略構成を示す。尚、図２において、図１と同様の構成要素に
は同様の参照符号を付し、それらの説明は適宜省略する。
【００６６】
図２に示すように、レーザ照射・分析装置２は、図１のレーザ照射装置１と同じく制御
装置１０、レーザ光源装置１１、集光レンズ１２及び真空容器１４を備え、更に、分子イ

10

オン検出用の検出装置１６を備えて構成される。
【００６７】
検出装置１６は、例えばターゲット１３の表面から放出或いは脱離された分子イオンの
濃度を検出することで、分子イオンの質量を分析する質量分析装置からなる。ＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）或いはシステムコントローラ等を備えてなる制御装置１０には
、検出装置１６から分子イオンの質量の分析結果に係る検出情報が入力され、ここで検出
情報が記録される。
【００６８】
続いて図３を参照して、本実施形態で用いられる、極低フルーエンスであり且つ高強度
であるフェムト秒レーザにおける特性について説明する。ここに、図３は、本実施形態に
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係る極短パルスレーザ（即ち、フェムト秒レーザ）の波形特性を示す。
【００６９】
図３に示すように、レーザ光源装置１１によって照射される、極短パルスレーザ（即ち
、フェムト秒レーザ）は、例えば、ターゲット１３の表面から剥離すべき所望の剥離深さ
及びその材質に応じて、該表面に非熱的なイオン化放出を引き起こす、低フルーエンスで
あって且つ高光強度である

低フルーエンス高強度レーザパルス

である。ここに本実施

形態に係る「低フルーエンス」とは、後に詳述するように、１番目に小さいアブレーショ
ン閾値フルーエンスＦ3,thと２番目に小さいアブレーション閾値フルーエンスＦ2,thとの
間にあるフルーエンスのことを意味する。また、本実施形態に係るレーザの「高強度」或
いは「高光強度」とは、図３に例示した如き「アブレーション閾値レーザ強度」を超える
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レーザ強度（光強度）のことを意味する。言い換えれば、「高強度」或いは「高光強度」
とは、フェムト秒レーザを固体表面（ここでは、ターゲット１３の表面）に照射すること
で、該固体表面の材料を分子イオン若しくは多価分子イオンとして放出させることが可能
なレーザに係る強度或いは光強度を意味しており、この値は、固体表面（ここでは、ター
ゲット１３の表面）の材質に固有の値となる。
【００７０】
尚、一般に、「フルーエンス」の単位は、Ｊ／ｃｍ２であり、「レーザ強度」或いは「
光強度」の単位は、Ｗ／ｃｍ２（即ち、Ｊ／ｓ・ｃｍ２）である。従って、レーザのフル
ーエンスとは、レーザのエネルギを照射面積で割ったものであり、レーザ強度（光強度）
は、フルーエンスを、レーザのパルス幅（時間）で割ったものとなる。言い換えれば、レ
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ーザ強度（光強度）は、レーザのエネルギを、（照射面積×レーザのパルス幅）で割った
ものとなる。よって、本実施形態において、レーザ強度或いは光強度の調整は、レーザの
エネルギ、レーザの照射面積及びレーザのパルス幅を調整することにより行なわれる。但
し、本実施形態では、「光強度」というパラメータに対する条件付けは、独立に要求され
るものではなく、後述の如きアブレーション閾値フルーエンスＦ3,th〜Ｆ2,thに係る条件
が満たされれば、これに従属して（即ち、レーザ強度（光強度）＝フルーエンス／パルス
幅なる関係式より）決定される性質のものである。
【００７１】
図３では、エネルギが３００μＪであり且つパルス幅が１００ｆｓのレーザであって、
集光レンズ１２等によってターゲット１３の表面で照射径が２０μｍに絞られている

低
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を示している。尚、本実施形態に係る「パルス幅（レ

ーザパルス幅）」の定義としては、レーザ強度の時間波形を実験的に調べ、最大レーザ強
度の半分になる時間を測定したものである。図３に例示したレーザパルスの場合、フルー
エンスは、９５Ｊ／ｃｍ２と低いが（即ち、低フルーエンスであるが）、レーザ強度は、
１０１５Ｗ／ｃｍ２と極めて高い（即ち、高強度である）。因みにこのレーザは、東京電
力の平成１３年度における電力消費のピーク時における６４３０万ｋＷ（＝６×１０１０
Ｗ）を優に超えるパワーである。これは、フェムト秒レーザという極短パルスレーザの特
徴の一つと言える。
【００７２】
次に、図２に加えて図４及び図５を参照して、照射フルーエンスの値とアブレーション

10

率との関係等を検証するため実験について更に説明する。ここに、図４は、図２に示した
レーザ照射・分析装置に係る各種パラメータや各種機材等に係る条件の一例を示し、図５
は、図２に示したレーザ照射・分析装置内における、レーザ光源装置及び検証用のＣＣＤ
（Charged Coupled Device）カメラ等の光学配置を示す。尚、図５において、図１と同様
の構成要素には同様の参照符号を付し、それらの説明は適宜省略する。
【００７３】
図４の一覧表に例示した如くに、レーザ照射・分析装置２では、各種パラメータや各種
機材、ターゲット１３に係る諸条件が設定される。即ち、ターゲット１３としては、金属
サンプルＣｕ、Ａｌ、Ｆｅ、…等が選択され、そのサイズ等が、5×５ｃｍ等とされる。
また、フェムト秒レーザＬＢとしては、波長等が８００ｎｍ（ナノメートル）等とされる
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。特に光強度（エネルギ）は、０．２１〜６００μＪの間で可変とされ、これに伴い、照
射フルーエンスは、１０ｍＪ／ｃｍ２〜２８Ｊ／ｃｍ２の間で可変とされる。
【００７４】
図５に示すように、レーザ照射・分析装置２内には、レーザ光源装置１１に加えて、図
２には不図示である、ターゲット１３の表面を撮像するためＣＣＤカメラ３１等が光学系
に組み込まれている。尚、図５では、図２に示した検出装置１６、制御装置１０等の他の
構成要素は、省略してある。
【００７５】
図５において、レーザ光源装置１１は、非熱的なアブレーションを引き起こさせるため
のフェムト秒レーザＬｆｓを発生させるフェムト秒レーザ光源装置（ｆｓ

ｌａｓｅｒ）
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１１ａと、光学的なアラインメント用のレーザＬａを発生させるヘリウム−ネオンガスレ
ーザ光源（Ｈｅ−Ｎｅ

ｌａｓｅｒ）１１ｂとを含む。フェムト秒レーザＬｆｓは、ミラ

ー２１を経た後に、レーザＬａは、偏光状態制御用の光学板２５及びミラー２６を経た後
に、ハーフミラー（ダイクロイックミラー）２２のところで合成され、同一光路上のレー
ザＬＢとされる。更に、レーザＬＢは、ハーフミラー（ダイクロイックミラー）３４へ到
達する。レーザＬＢのうちフェムト秒レーザＬｆｓは、ハーフミラー３４で反射され、集
光レンズ１２を介して、ターゲット１３たる金属サンプルの表面に照射される。他方で、
レーザＬＢのうちアラインメント用のレーザＬａは、ハーフミラー３４を透過して、アラ
インメント用に用いられる。そして、フェムト秒レーザＬｆｓによりアブレーションされ
る金属サンプルの表面の様子は、集光レンズ１２、ハーフミラー３４、レンズ３３、ミラ
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ー３２を経てＣＣＤカメラ３１に至る反射光Ｌｒを受光することで、ＣＣＤカメラ３１に
よって、撮像される。
【００７６】
次に図６から図１２を参照して、上述の如きレーザ照射・分析装置２によって得られる
、照射フルーエンスとアブレーション率との関係、特にこの関係を示す特性曲線上で識別
される、三つのアブレーション閾値フルーエンス、及びこれらの閾値によって規定される
新規なアブレーション物理を示す低フルーエンス領域について説明する。ここに、図６は
、レーザ照射・分析装置２によって得られる照射フルーエンスとアブレーション率との関
係を示し、図７は、レーザ照射・分析装置２によって得られるレーザパルス幅とアブレー
ション閾値（アブレーション閾値フルーエンス）との関係を示す。図８から図１０は夫々
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、レーザ照射・分析装置２によって検出されるイオン信号強度を時間軸（横軸）に対して
示す。図１１は、Ｃｕ（銅）についての温度と分布密度との関係を示し、図１２は、レー
ザ照射・分析装置２によって得られるＣｕについての入射レーザエネルギとイオン信号強
度との関係を示す。
【００７７】
図２から図５を参照して説明したレーザ照射・分析装置２を用いると、図６に例示した
如き照射フルーエンス（レーザ照射フルーエンス（Ｊ／ｃｍ２））とアブレーション率（
ｎｍ／ｓｈｏｔ）との関係が得られる。但し、ここでは、ターゲット１３をＣｕ（銅）と
し、フェムト秒レーザＦｆｓの波長を８００ｎｍとし、パルス幅を７０ｆｓ（フェムト秒
）としており、その他の諸条件については、図４に例示した通りとしてある。

10

【００７８】
図６に示すように、黒丸で示した離散的な実験データ（experimental data）によれば
、照射フルーエンスとアブレーション率との関係を示す特性曲線には、三つのアブレーシ
ョン閾値フルーエンスとして、小さい順に、アブレーション閾値フルーエンスＦ3,th（＝
０．０１８Ｊ／ｃｍ２）、Ｆ2,th（＝０．１８Ｊ／ｃｍ２）及びＦ1,th（＝０．２５Ｊ／
ｃｍ２）が存在しているのが確認される。
【００７９】
ここで「アブレーション率」は、１レーザパルス当りのターゲット１３の表面に形成さ
れるクレータの深さ（剥離深さ）を意味し、次式（１）で表記される。
20

【００８０】
―１

Ｌ＝α

lｎ（Ｆ／Ｆth）

…（１）

但し、
α―１：光侵入長（ｃｍ）、
Ｆ：照射フルーエンス（Ｊ／ｃｍ２）
従って、この式（１）から、上述した三つのアブレーション閾値フルーエンスＦth（Ｆ
3,th、Ｆ2,th、Ｆ1,th）は夫々、Ｌ＝０なる照射フルーエンスＦから評価されることにな
る。
【００８１】
より一般には、レーザの空間プロファイルがガウス関数で表される場合、クレータの口
30

径Γは、次式（２）で表記される。
【００８２】
Γ＝ａ｛lｎ（Ｆ／Ｆth）｝０．５

…（２）

但し、ａ：入射されるレーザビームの径
従って、この場合には、この式（２）から、上述した三つのアブレーション閾値フルー
エンスＦth（Ｆ3,th、Ｆ2,th、Ｆ1,th）は夫々、Γ＝０なる照射フルーエンスＦから評価
されることになる。
【００８３】
以上、式（１）及び（２）に示したように、アブレーション閾値フルーエンスは、二つ
の手法により評価可能である。
【００８４】

40

尚、図６では、両対数グラフ上での特性曲線であるため、これら三つのアブレーション
閾値フルーエンスＦ3,th、Ｆ2,th及びＦ1,thの存在は多少目視し難くなっているが、この
特性曲線を、横軸（レーザ照射フルーエンス軸）のみを対数としたグラフ上で描けば、上
記式（１）及び式（２）からも明らかなように、これら三つのアブレーション閾値フルー
エンスＦ3,th、Ｆ2,th及びＦ1,thの存在は、目視により容易且つ明確に確認可能となる。
【００８５】
図７に示すように、レーザパルス幅（ｓ）とアブレーション閾値フルーエンス（Ｊ／ｃ
ｍ２）との関係を示す特性曲線上で、これら三つのアブレーション閾値フルーエンスＦ3,
th、Ｆ2,th及びＦ1,thは夫々、フェムト秒レーザＬｆｓに係るパルス幅に依存して変化す
る性質を有する。ここで、フェムト秒レーザＬｆｓは、ターゲット１３における衝突緩和
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時間よりも短い時間のパルス幅を有するので、フェムト秒レーザＬｆｓに係るパルス幅は
、ターゲット１３の表面の材質に応じて可変である。例えば、例えばＣｕであれば１７．
４９ｐｓといった具合である。（尚、この例では、図６の場合と同じく、ターゲット１３
をＣｕ（銅）とし、フェムト秒レーザＦｆｓの波長を８００ｎｍとしてある。）このよう
に、三つのアブレーション閾値フルーエンスＦ3,th、Ｆ2,th及びＦ1,thは夫々、パルス幅
と共に変化するので、レーザ強度もパルス幅に依存する重要パラメータであると言える（
図３参照）。集光光学系を変えることで、ターゲット１３の表面のレーザ照射面積が変わ
るため、レーザの強度を変えることができる。つまり、アブレーションに寄与する時間間
隔を長くしたり短くしたりの調節が可能である。但し、本実施形態では、「光強度」とい
うパラメータに対する条件付けは、独立に要求されるものではなく、上述の如きアブレー

10

ション閾値フルーエンスＦ3,th〜Ｆ2,thに係る条件が満たされれば、これに従属して決定
される。
【００８６】
図６及び図７から分かるように、本実施形態に係る「低フルーエンス領域」とは、１番
目に小さいアブレーション閾値フルーエンスＦ3,thと２番目に小さいアブレーション閾値
フルーエンスＦ2,thとの間の領域を意味する。従って、低フルーエンス領域は、ターゲッ
ト１３の材質によって変化することとなるが、図６に示した例（即ち、ターゲットがＣｕ
である例）では、０．０１８Ｊ／ｃｍ２〜０．１８Ｊ／ｃｍ２のフルーエンス領域が、低
フルーエンス領域に該当する。言い換えれば、この０．０１８Ｊ／ｃｍ２〜０．１８Ｊ／
ｃｍ２のフルーエンス領域が、非熱的なイオン化がＣｕからなるターゲット１３の表面で

20

生じるアブレーション閾値付近の領域を意味することになる。
【００８７】
図６において、３光子吸収過程に基づいてシミュレーション又はモデル化された特性曲
線Ｌ３（ξ３）が、実線で示されている。この特性曲線Ｌ３（ξ３）は、アブレーション
閾値フルーエンスＦ3,thとアブレーション閾値フルーエンスＦ2,thとの間の領域、即ち低
フルーエンス領域では、黒丸で示した実験データと整合がとれているのが確認される。
【００８８】
ここで、ｍ次の多光子吸収が起こった場合、その吸収係数ζｍ（ｃｍｍ／Ｗｍ−１）が
分かれば、アブレーション率Ｌｍ（ｃｍ／shot）は解析的に説くことができ、次式（３）
30

で表される。
【００８９】
Ｌｍ＝１／｛（ｍ−１）ζｍ｝
×｛（Ｅｔｈ／τｐζｍ）（（１−ｍ）／ｍ）−（Ｆ／τｐ）１−ｍ｝

…（３

）
但し、
ｍ≧２
τｐ（ｓ）：レーザーパルスの幅、
ＥＴＨ（Ｊ／ｃｍ３）：融解熱で単位体積の固体を融解させるのに必要なエネルギ
そして、Ｌｍ＝０となる条件が、アブレーション閾値フルーエンスＦｔｈで、次式（４
）で表される。

40

【００９０】
Ｆｔｈ＝（Ｅｔｈ／ζｍ）１／ｍτｐ（（１−ｍ）／ｍ）＝βｍτｐ（（１−ｍ）／ｍ
）

…（４）

以上式（３）及び（４）から分かるように、アブレーション閾値フルーエンスＦ3,thは
、パルス幅に依存しており、図６の特性曲線Ｌ３（ξ３）で示された３光子吸収過程によ
るものとして説明される。
【００９１】
また図６において、２光子吸収過程に基づいてシミュレーション又はモデル化された特
性曲線Ｌσが、破線で示されている。この特性曲線Ｌσは、アブレーション閾値フルーエ
ンスＦ2,thとアブレーション閾値フルーエンスＦ1,thとの間の領域、即ち、低フルーエン
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ス領域に隣接する高フルーエンス領域では、黒丸で示した実験データと整合がとれている
のが確認される。この高フルーエンス領域では、２光子吸収過程がアブレーション現象に
おいて支配的となり、熱的なイオン化放出現象が発生する。
【００９２】
更に図６において、1次元２温度熱拡散過程に基づいてシミュレーション又はモデル化
された特性曲線Ｌ１が、一点鎖線で示されている。この特性曲線Ｌ１は、アブレーション
閾値フルーエンスＦ1,thよりも高い高フルーエンスの領域では、黒丸で示した実験データ
と整合がとれているのが確認できる。
【００９３】
このように、フェムト秒レーザＦｆｓを用いる場合、低フルーエンス領域内では、
光子吸収過程

３

10

がアブレーション現象の要因として顕著に又は完全に支配的となる。尚、

フェムト秒レーザＬｆｓの場合、例えば、８００ｎｍの波長であれば、光子としては１．
５ｅＶの粒の性質を有する。よって、ターゲット１３の表面において、３光子吸収過程に
従って非熱的なイオン化放出（非熱的な脱離イオン化）が行なわれる。逆に、本実施形態
に係る低フルーエンス領域から外れた高フルーエンス領域では、本実施形態の如き非熱的
なイオン化放出現象は殆ど又は全く確認されておらず、熱的なイオン化放出現象が顕著に
確認される。
【００９４】
次に図８から図１０を参照して、このように新規なアブレーション物理を示す低フルー
エンス領域における、２光子吸収過程に基づく特性曲線Ｌ３（ξ３）について、更に検証

20

する。より具体的には、レーザ照射・分析装置２において検出装置１６によって測定され
る、ターゲット１３表面から放出される分子イオンに基づいて、イオン化放出過程とレー
ザ多光子吸収過程（或いは、３光子吸収過程）との関連性について検討する。ここでは、
波長８００ｎｍであるフェムト秒レーザＬｆｓのパルス幅は、１３０ｆｓに固定され、集
光レンズ１２として、ｆ（焦点距離）＝２５０ｍｍのレンズが用いられる。そして、ター
ゲット１３たるＣｕの金属サンプルの表面に、照射フルーエンスを１５〜７００ｍＪ／ｃ
ｍ２の範囲で変化させつつ、フェムト秒レーザＬｆｓが照射されるものとする。そして、
ターゲット１３の表面から放出される分子イオンが、検出装置１６の一例として、飛行時
間型質量分析器（ＴＯＦ）によって、測定される。このようにして得られる測定結果が、
図８から図１０に示されている。図８から図１０はこの順番に、フェムト秒レーザＬｆｓ

30

の照射エネルギを、２７μＪ（相対的に高エネルギ）、１７μＪ（相対的に中エネルギ）
、８．７μＪ（相対的に低エネルギ）として測定したものである。
【００９５】
図８から図１０に示すように、本測定条件では、いずれの場合にも、Ｃｕ３＋及びＣｕ
２＋

に対応するピークが測定され、即ち、多価の銅イオンが顕著に放出されていることが

確認される。尚、図８から図１０において、３μｓ付近のピークは、測定環境に起因する
水素イオンによるもので、当該新規なアブレーション物理に係る検証とは、特に関係がな
い。
【００９６】
図１１は、上述の如き測定に係るアブレーションが、仮に熱過程によるものとして計算
＋

した場合における、温度（ｋ）に対する、銅イオン（Ｃｕ

、Ｃｕ

２＋

40

３＋

、Ｃｕ

）及び

銅（Ｃｕ）の価数分布を示している。これに対して、図１２は、上述の如き本実施形態の
測定で得られる、入射レーザエネルギ（μＪ）に対する、銅イオン（Ｃｕ＋、Ｃｕ２＋、
Ｃｕ３＋）及び銅（Ｃｕ）の価数分布を示している。尚、図１２における、入射レーザエ
ネルギが９μＪ付近のところに見られるピークは、信号が得られない際のイオン信号強度
を示しており、当該新規なアブレーション物理に係る検証とは、特に関係がない。
【００９７】
図１１及び図１２からも、図６に示した低フルーエンス領域におけるアブレーション或
いはイオン化放出現象が、熱過程ではなく、非熱過程で起こっていることが推察される。
これは、前述したように、低フルーエンス領域では、多光子吸収過程或いは３光子吸収過
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程がアブレーション現象の要因として顕著に又は完全に支配的となり、分子イオンとして
、多価のイオンが生成されるという考察を裏付ける結果となっている。
【００９８】
以上図２から図１２を参照して説明したように、１つのフェムト秒レーザに係るパルス
で、ターゲット１３の表面を、原子・分子レベルで、言い換えれば、非常にソフトにアブ
レーションさせ、或いはイオン化できる。この際、１価以外の多価イオンのみが顕著に放
出される非熱的アブレーション現象、或いは非熱的イオン化現象は、本発明の以前には報
告されていない。
【００９９】
また、本実施形態では、金属として適宜Ｃｕの場合について例示しているが、図４の表

10

に例示した全ての金属についても同様の非熱的アブレーション現象、或いは非熱的イオン
化現象が確認される。総括すれば、図６等を参照して説明したアブレーション率のフルー
エンス依存性は、概ね全ての金属をターゲット１３とした場合にも、傾きの異なる三つの
対数成分からなっており、アブレーション閾値フルーエンスは夫々、三つ（Ｆ3,th、Ｆ2,
th及びＦ1,th）存在する。そして、概ねいずれの金属についても、アブレーション閾値フ
ルーエンスのパルス依存性は、多光子吸収過程或いは３光子吸収過程に従っていると考察
される。
【０１００】
続いて図１３及び図１４を参照して、本実施形態によって、フェムト秒レーザＬｆｓの
波長を制御する必要なしに、ターゲット１３の表面の剥離深さ、或いは、剥離面積も含め

20

た微細加工のサイズを制御可能である点について検証する。ここに、図１３は、本実施形
態で用いるフェムト秒レーザＬｆｓの波形を示す。図１４は、ターゲット１３に照射する
フェムト秒レーザＬｆｓに係る照射フルーエンス（Ｊ／ｃｍ２）及びパルス数（shots数
）を変えた場合における、照射位置を中心とした各位置（μｍ）に対する剥離深さ（abla
tion depth(μｍ)）を示す。
【０１０１】
図１３及び図１４に示したように、パルス幅を７０ｆｓとし、波長を８００ｎｍに固定
しても、図１４に示したように、照射フルーエンスを変えることで、剥離深さ及び剥離面
積を変えられる。
【０１０２】

30

従って、予めこのような照射フルーエンスの値と剥離深さ及び剥離面積との関係、或い
は、照射フルーエンスと微細加工サイズとの関係を実験的、経験的、理論的に、或いはシ
ミュレーション等により求めておけば、所望の剥離深さや剥離面積、或いは所望の微細加
工サイズでの微細加工を、照射フルーエンスの値及び照射パルス数を調整・制御すること
で実現できることになる。
【０１０３】
続いて図１５から図１７を参照して、本実施形態によって、フェムト秒レーザＬｆｓの
波長を制御する必要なしに、レーザアブレーションによってターゲット１３の表面に形成
される周期構造の間隔を制御可能である点について検証する。ここに、図１５及び図１６
は夫々、フェムト秒レーザＬｆｓの照射によってターゲット１３の表面に形成される、周
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期構造を示す。また、図１７は、該周期構造の間隔と、照射フルーエンスとの関係を示す
。
【０１０４】
図１５に例示したように、フェムト秒レーザＬｆｓの照射によってターゲット１３の表
面には、フェムト秒レーザＬｆｓの波長に依存した間隔の周期構造が形成される。例えば
、ターゲット１３の表面内で、０．５μｍの間隔（distance）で、深さ（height）２００
ｎｍの周期構造が形成される。この様子は、ターゲット１３の表面における各位置の剥離
深さを濃淡で示した図１６によって、視覚的に理解できる。尚、図５に示したＣＣＤカメ
ラ３１を利用すれば、このような濃淡イメージがターゲット１３の表面上で観察される。
【０１０５】
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このような周期構造は、入射光たるレーザとターゲット１３の表面にできるプラズマ波
（又は散乱波）との干渉により生成される定存波に起因している。また、周期構造の間隔
は、レーザの偏光方向にも依存する。
【０１０６】
より具体的には、周期構造の間隔ｄは、次式（５）で表記される。
【０１０７】
ｄ＝λ／（１±ｓｉｎθ）

…（５）

但し、
λ：レーザの波長
θ：レーザの入射角度
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そして、本例では、λ＝８００ｎｍであり、且つθ＝０であるので、ｄ＝λ＝８００ｎ
ｍとなる。
【０１０８】
図１７に示すように、本実施形態によれば、このような周期構造における間隔を、波長
を変えることなく、照射フルーエンスの値を小さくすることで、小さくできる。特に、低
フルーエンス領域では、高フルーエンス領域に比べて、周期構造の間隔を顕著に狭めるこ
とができる。
【０１０９】
以上図１３から図１７を参照して説明したように、フェムト秒レーザＬｆｓを用いたア
ブレーションの場合、ターゲット１３の表面における剥離深さや剥離面積、更には、周期

20

構造の間隔を、照射フルーエンスの値によって制御できる。
【０１１０】
また、本実施形態では、金属として適宜Ｃｕの場合について例示しているが、図４の表
に例示した全ての金属についても同様の制御が可能である。総括すれば、各種の金属をタ
ーゲット１３とした場合にも、ターゲット１３の表面における剥離深さや剥離面積、更に
は、レーザ波長よりも狭い間隔を有する周期構造の間隔を、照射フルーエンスの値によっ
て制御できる。
【０１１１】
以上図２から図１７を参照しての考察に鑑み、図１に示した本実施形態に係るレーザ照
射装置１では、制御装置１０等による設定工程において、照射フルーエンスの値は、ター
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ゲット１３の表面に非熱的なイオン化放出を引き起こす低フルーエンス領域内（図６の例
では、０．０１８Ｊ／ｃｍ２〜０．１８Ｊ／ｃｍ２の領域内）で設定される。そして、レ
ーザ光源装置１１等による照射工程では、フェムト秒レーザＬＢがこの設定値で照射され
る。従って、レーザ照射装置１によれば、高フルーエンスのレーザ照射によって又は長い
パルスのレーザ照射によってターゲット１３の表面における熱的なイオン化を招くことな
く或いは加熱による溶融や破壊を招くことなく、原子・分子レベルで剥離或いはアブレー
ションを行うことができる。この際、低フルーエンスであって且つフェムト秒レーザとい
う極短いパルスを用いることで、非熱的なイオン放出現象がターゲット１３の表面で起き
、該表面が加熱されることなく、原子・分子レベルでの剥離が可能となるのである。
【０１１２】
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以上図１から図１７を参照して詳細に説明したように本実施形態に係るレーザ照射装置
１（図１参照）によれば、ターゲット１３の表面における所望の剥離深さ、或いは、所望
の微細加工のサイズを調整・制御するために、制御装置１０による駆動制御下で、レーザ
光源装置１１におけるフェムト秒レーザＬＢの照射フルーエンスの値を調整・制御してい
る。或いは、フェムト秒レーザＬＢの光強度の値を調整・制御している。従って、例えば
前述の特許文献１の如くに「波長変換器」といった特別にレーザ波長を調整・制御するた
めの光学手段は非必要となり、比較的容易にして、ターゲット１３の表面における超微細
加工やターゲット１３の表面からの超微量のイオン化放出が可能となる。
【０１１３】
尚、図６に例示した如き三つのアブレーション閾値フルーエンスＦ3,th、Ｆ2,th及びＦ
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1,thは、ターゲット１３の表面の材質等に依存して予め数値化、或いはテーブル化可能で
ある。よって、一旦、これらの値を求めておけば、制御装置１０（図１参照）による設定
工程における照射フルーエンスの値を、実際にレーザ照射の対象となるターゲット１３の
材質及び所望の剥離深さに応じて、一意的に決めることが可能となる。即ち、比較的容易
にして、実際の照射に際して、制御装置１０による照射フルーエンスの値の設定を実施で
きる。
【０１１４】
加えて、図２に示したレーザ照射・分析装置２は、ターゲット１３を試料として、試料
表面に対する非破壊的な質量分析等を行なう分析装置として利用することも可能である。
【０１１５】
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（微細加工装置）
本発明の微細加工装置の実施形態について説明する。
【０１１６】
本実施形態に係る微細加工装置は、図１に示したレーザ照射装置と同一構成を有する。
言い換えれば、図１に示したレーザ照射装置１を、ターゲット１３を微細加工の対象物と
すれば、そのまま本実施形態に係る微細加工装置を実現できる。
【０１１７】
本実施形態の微細加工装置によれば、上述したレーザ照射装置１の場合と同様に、フェ
ムト秒レーザＬｆｓに係る照射フルーエンスを低フルーエンス領域内で調整・制御するこ
とによって、ターゲット１３に対して原子・分子レベルでの超微細加工が可能となる。
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【０１１８】
この場合、好ましくは、制御装置１０による駆動制御下で、レーザ光源装置１１は、フ
ェムト秒レーザＬＢとして、一つのレーザパルスを他のレーザパルスから時間的に独立し
た形で照射可能に構成される。これにより、一つのレーザパルスを他のレーザパルスから
時間的に独立した形で照射することで、ターゲット１３の表面から分子イオンを、一つの
レーザパルスに対応する極めて微細な剥離量でイオン化放出させることが可能となる。
【０１１９】
尚、図１では、ターゲット１３は、θだけ傾けられているが、放出された分子イオンを
特に利用しない、微細加工装置の場合には、このように傾ける必要は必ずしもなく、要求
される加工の形状や程度に応じて、θを適宜調整してもよい。
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【０１２０】
本実施形態に係る微細加工装置によれば、レーザ波長以下のナノ構造の形成、トライポ
ロジー、レーザ波長以下の微小穴あけ、半導体結晶化、通信用微小デバイスの作成、μ−
ＴＡＳ（Total Analysis System）、ＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical System）など
への、幅広い応用が可能となる。
【０１２１】
（薄膜形成装置）
図１８を参照して本発明の薄膜形成装置の実施形態について説明する。ここに、図１８
は、薄膜形成装置の概略構成を示す。尚、図１８において、図１と同様の構成要素には同
様の参照符号を付し、それらの説明は適宜省略する。

40

【０１２２】
図１８に示すように、薄膜形成装置３は、図１のレーザ照射装置１と同じく制御装置１
０、レーザ光源装置１１、集光レンズ１２及び真空容器１４を備え、更に、被成膜体２０
１が載置される基台２０２及び電源装置２０３を備えて構成される。基台２０２及び電源
装置２０３は、本発明に係る「成膜手段」の一例を構成する。
【０１２３】
基台２０２は、電源装置２０３により所定電位とされ、被成膜体２０１を所定電位とし
た状態で保持する。これにより、薄膜形成時には、既存のスパッタリング技術と類似の要
領で、フェムト秒レーザＬＢの照射に応じてターゲット１３から放出される分子イオンが
、被成膜体２０１上に衝突し、被成膜体２０１上に分子イオンから構成される薄膜が形成
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される。
【０１２４】
尚、図１８に不図示のイオン加速器或いは電界印加装置を真空容器１４内に設けて、タ
ーゲット１３から放出された分子イオンを加速してから被成膜体２０１に衝突させるよう
に構成してもよい。
【０１２５】
従って、本実施形態によれば、上述したレーザ照射装置１の場合と同様に、ターゲット
１の表面から原子・分子レベルで放出される分子イオンを利用して、例えば半導体装置基
板などの非成膜体２０１上に、極薄い薄膜を形成可能となる。
【０１２６】
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尚、制御装置１０による駆動制御下で、レーザ光源装置１１は、複数のレーザパルスを
まとめて或いは連続して照射するように構成してもよい。これにより、ターゲット１３か
ら大量の剥離量で分子イオンを放出させ、薄膜形成装置３における成膜速度を上げること
が可能となる。
【０１２７】
以上説明した実施形態では、金属に限らず、半導体、絶縁体、化合物、生体材料と幅広
い固体をターゲット１３とできる。特に、レーザ強度を高めることも容易であるので、絶
縁体等を、比較的問題なくターゲット１３としてアブレーションできる。或いは、レーザ
を低フルーエンスで照射するので、破壊されやすい化合物や生物試料も比較的問題なくタ
ーゲット１３としてアブレーションできる。このため、微細化が進行してゆく、ナノテク
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ノロジー、情報技術、環境技術、バイオテクノロジー、製造技術など広い分野にわたって
、本発明は、極めて重要な技術を提供することになる。
【０１２８】
本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から
読み取れる発明の要旨、あるいは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような
変更を伴うレーザ照射方法及び装置、微細加工方法及び装置、並びに薄膜形成方法及び装
置もまた、本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１】本発明の実施形態に係るレーザ照射装置の概略構成を示すブロック図である。
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【図２】本発明の実施形態に係るレーザ照射・分析装置の概略構成を示すブロック図であ
る。
【図３】本発明の実施形態に係る極短パルスレーザ（即ち、フェムト秒レーザ）の波形特
性を示す特性図である。
【図４】実施形態に係るレーザ照射・分析装置における各種パラメータや各種機材等に係
る条件の一例を示す表である。
【図５】実施形態に係るレーザ照射・分析装置内における、レーザ光源装置及び検証用の
ＣＣＤカメラ等の光学配置を示すブロック図である
【図６】実施形態に係るレーザ照射・分析装置によって得られる照射フルーエンスとアブ
レーション率との関係を示す特性図である。
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【図７】実施形態に係るレーザ照射・分析装置によって得られるレーザパルス幅とアブレ
ーション閾値との関係を示す特性図である。
【図８】実施形態に係るレーザ照射・分析装置によって検出されるイオン信号強度を時間
軸（横軸）に対して示す特性図（その１）である。
【図９】実施形態に係るレーザ照射・分析装置によって検出されるイオン信号強度を時間
軸（横軸）に対して示す特性図（その２）である。
【図１０】実施形態に係るレーザ照射・分析装置によって検出されるイオン信号強度を時
間軸（横軸）に対して示す特性図（その３）である。
【図１１】Ｃｕ（銅）についての温度と分布密度との関係を示す特性図である。
【図１２】実施形態に係るレーザ照射・分析装置によって得られるＣｕについての入射レ
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ーザエネルギとイオン信号強度との関係を示す特性図である。
【図１３】実施形態で用いるフェムト秒レーザＬｆｓの波形を示す波形図である。
【図１４】実施形態でフェムト秒レーザＬｆｓに係る照射フルーエンス及びパルス数を変
えた場合における、照射位置を中心とした各位置に対する剥離深さを示す特性図である。
【図１５】実施形態においてフェムト秒レーザＬｆｓの照射によってターゲットの表面に
形成される周期構造を示す特性図（グラフ）である。
【図１６】実施形態においてフェムト秒レーザＬｆｓの照射によってターゲットの表面に
形成される周期構造を示す特性図（濃淡図）である。
【図１７】実施形態において周期構造の間隔と、照射フルーエンスとの関係を示す特性図
10

である。
【図１８】本発明の実施形態に係る薄膜形成装置の概略構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１３０】
１…レーザ照射装置（微細加工装置）
２…レーザ照射・分析装置
３…薄膜形成装置
１０…制御装置
１１…レーザ光源装置
１２…集光レンズ
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１３…ターゲット
１４…真空容器
１６…検出装置
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