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(54)【発明の名称】フェムト秒レーザー照射による周期微細構造の作成方法
(57)【要約】
【課題】

リソグラフィー法による量子ワイヤーまたは

量子ドットの作成法は、プロセスが複雑であり、さらに
微細構造の特性がエッチングに支配されるため、微細構
造の最小寸法、形状、材料の種類などに制約がある。ま
た、結晶膜成長プロセスでの島状成長を利用した方法
は、ドットの周期性の制御、材料の組み合わせに制約が
ある。さらに、レーザー光干渉露光法では、二次元周期
構造の実現が困難であり、またナノスケール微細加工が
実現されていなかった。
【構成】

互いに干渉したフェムト秒レーザーパルス

を、基材に照射することにより、最小平均寸法５〜２０
０ｎｍを有する周期微細構造を基材中に作成することを
特徴とするフェムト秒レーザー照射による一次元及び／
または二次元周期微細構造の作成方法。

( 2 )
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【特許請求の範囲】

光により作成された回折格子は、分光器用回折格子、分

【請求項１】

布帰還型半導体レーザー用回折格子またはファイバーグ

互いに干渉したフェムト秒レーザーパル

スを、基材に照射することにより、最小平均寸法５〜２

レーテング用回折格子などに使われている。

００ｎｍを有する周期微細構造を基材中に作成すること

【０００３】これらの回折格子作成には、Ｈｅ−Ｃｄレ

を特徴とするフェムト秒レーザー照射による一次元及び

ーザー、アルゴンレーザー、エキシマ−レーザーなど、

／または二次元周期微細構造の作成方法。

連続光発振レーザーまたはナノ秒パルスレーザーが使わ

【請求項２】

近赤外領域の発振波長で、０．１ＴＷ／

れている。これらのレーザーは、光エネルギー密度が小

以上の高密度エネルギーを有し、互いに干渉した

さいので、被加工材料には感光性が必要となる。本発明

ｃｍ

２

２つのフェムト秒レーザーパルスをシリカガラスに照射
することにより、シリカガラス中に、平均幅５〜５０ｎ

者らは、フェムト秒レーザー光干渉を利用して、回折格
10

子を作成する方法を開発した。この方法では、フェムト

ｍを有する周期溝を作成することを特徴とするフェムト

秒レーザー光が高エネルギー密度を有しているために、

秒レーザー照射による一次元周期微細構造の作成方法。

被加工材料は必ずしも感光性を必要とせず、ほとんどす

【請求項３】

０．１ＴＷ／ｃｍ

２

以上の高密度エネル

べての材料に回折格子を記録できる。

ギーを有し、互いに干渉したフェムト秒レーザーパルス

【０００４】レーザー光干渉露光法で作成された回折格

を、該レーザーの発振波長に対し透明な基材に照射する

子のフリンジの間隔は、使用されるレーザー波長の１／

ことにより、基材の表面または内部にホログラム回折格

２より小さくする事が出来ず、このために、８００ｎｍ

子を形成した後、該基材をレーザービームに対して９０

のレーザ光を用いた場合、フリンジの間隔の最小寸法は

度回転し、該回折格子形成領域に、０．１ＴＷ／ｃｍ

２

４００ｎｍ程度で、フリンジ溝幅は２００ｎｍ程度であ

以上の高密度エネルギーを有し、互いに干渉したフェム
ト秒レーザーパルスを重畳して照射することを特徴とす

り、量子効果が期待されるナノスケール（数１０ナノメ
20

ーター以下）構造の実現は難しかった。また、こうした

る請求項１に記載の二次元周期微細構造の作成方法

レーザー光干渉露光法では、一次元の周期性を実現でき

【請求項４】

るが、二次元の周期性を実現する事は出来なかった。

基材として、バルク及び薄膜シリカガラ

ス，ＢＫ７光学ガラス，多成分ガラス，ＭｇＯ，ＳｉＯ

【０００５】また、一次元または二次元の周期微細構造

，ＬｉＮｂＯ３ ，Ａｌ２ Ｏ３ ，ＣａＦ２ ，ダイヤモン

を有する量子ワイヤーまたはドットを作成するために、

ド，ＺｎＳ，ＺｎＳｅ，ＺｎＯ，ＹＳＺ（イットリウム

リソグラフィー法が試みられている。この方法では、電

安定化ジルコニア）、ＡｌＮ，ＧａＮ，ＡｌＡｓ、また

子ビーム露光装置またはイオンビーム露光装置により、

はＧａＡｓ及びそれらの混合物を用いることを特徴とす

１０ｎｍ程度の微細加工が可能で、電子またはイオンビ

る請求項１に記載のフェムト秒レーザー照射による一次

ームをスキャンすることにより、一次元または二次元周

元及び／または二次元周期微細構造の作成方法。

期微細構造の作成が可能となる。また、こうして作成し

２

【請求項５】

請求項１ないし４のいずれかに記載の方

30

たフォトマスクとエキシマ−レーザーを光源としたステ

法で作成された一次元及び／または二次元周期微細構造

ッパ−露光装置を用いても同様な周期微細構造を作成す

を用いることを特徴とする量子ワイヤー素子または量子

ることが出来る。

ドット素子。

【０００６】しかし、該作成プロセスでは、電子ビーム

【請求項６】

請求項１ないし４のいずれかに記載の方

またはイオンビームに感光するレジストが必要となる。

法で作成された一次元及び／または二次元周期微細構造

また、レジスト塗布、感光、現像、さらに被加工材料の

を用いることを特徴とする量子ワイヤー素子または量子

エッチングプロセスが必要となり、全体として、いくつ

ドット素子用単結晶膜形成のための基板。

かの真空プロセスを含む複雑なプロセスである。また、

【発明の詳細な説明】

最終的な微細構造の特性は、エッチングプロセスで決ま

【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、高エネルギー密度

るため、微細構造の最小寸法、アスペクト比（深さと幅
40

の比）、被加工材料などに多くの制限がある。

を有する互いに干渉したフェムト秒レーザーパルス光に

【０００７】さらに、ＧａＡｓ上にＩｎＡｓ微結晶を島

より、透明基材中に、ナノスケールの一次元及び／また

状成長させるなどして、１０ｎｍ程度の量子ドットを作

は二次元周期微細構造を有する微細構造を作成する方

成する方法が開発されているが、この方法では、周期性

法、その周期微細構造を応用した量子ワイヤー素子およ

を実現することが困難であり、また、特殊な材料の組み

び量子ドット素子、およびそれらの素子用単結晶膜形成

合わせにおいてしか、島状成長を実現することが出来な

のための基板に関する。

い。

【０００２】

【０００８】

【従来の技術】レーザー光の干渉を利用して、一次元の

【発明が解決しようとする課題】上記の様に、リソグラ

周期性を有するホログラフィック回折格子の作成法は、

フィー法による量子ワイヤーまたは量子ドットの作成法

従来から良く知られた技術である。こうしたレーザー露

50

は、プロセスが複雑であり、さらに微細構造の特性がエ

( 3 )
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4
２

ッチングに支配されるため、微細構造の最小寸法、形

【００１５】また、本発明は、０．１ＴＷ／ｃｍ

状、材料の種類などに制約がある。また、結晶膜成長プ

の高密度エネルギーを有し、互いに干渉したフェムト秒

ロセスでの島状成長を利用した方法は、ドットの周期性

レーザーパルスを、該レーザーの発振波長に対し透明な

の制御、材料の組み合わせに制約がある。さらに、レー

基材に照射することにより、基材の表面または内部にホ

ザー光干渉露光法では、二次元周期構造の実現が困難で

ログラム回折格子を形成した後、該基材をレーザービー

あり、またナノスケール微細加工が実現されていなかっ

ムに対して９０度回転し、該回折格子形成領域に、０．

た。

１ＴＷ／ｃｍ

【０００９】本発明は、これらの課題を解決しようとす

干渉したフェムト秒レーザーパルスを重畳して照射する

るもので、フェムト秒レーザー光干渉多重露光により、
単純なプロセスで、必ずしも感光性を有しない、ほとん

２

以上

以上の高密度エネルギーを有し、互いに

ことを特徴とする上記の二次元周期微細構造の作成方法
10

である。

どすべての材料に二次元周期微細構造を形成する方法を

【００１６】また、本発明は、基材として、バルク及び

提供するものである。本発明の方法では、高密度エネル

薄膜シリカガラス，ＢＫ７光学ガラス，多成分ガラス，

ギーフェムト秒レーザーがもたらす非線形効果および照

ＭｇＯ，ＳｉＯ２ ，ＬｉＮｂＯ３ ，Ａｌ２ Ｏ３ ，ＣａＦ

射により生じる材料の構造変化を利用する事により、１

２

０ｎｍ程度のナノ構造を形成することが出来る。

（イットリウム安定化ジルコニア）、ＡｌＮ，ＧａＮ，

【００１０】互いに干渉したフェムト秒レーザーを多重

ＡｌＡｓ、またはＧａＡｓ及びそれらの混合物を用いる

露光して、二次元の周期微細構造を形成する方法は、本

事を特徴とする上記のフェムト秒レーザー照射による周

発明者により提案されているが、本発明は、その手法を

期微細構造の作成方法である。

改良して、ナノスケールの微細構造を有する一次元およ

【００１７】また、本発明は、上記の方法で作成された

び二次元の周期微細構造を形成する方法を提供するもの

20

，ダイヤモンド，ＺｎＳ，ＺｎＳｅ，ＺｎＯ，ＹＳＺ

一次元または二次元周期微細構造を用いる事を特徴とす

である。

る量子ワイヤー素子または量子ドット素子である。さら

【００１１】

に、形成された周期微細構造を持つ基材を単結晶膜成長

【課題を解決するための手段】固体レーザーからの８０

用の基板として用い、その上に成長した単結晶膜を用い

０ｎｍ近傍の近赤外領域の発振波長で、０．１ＴＷ／ｃ

て、量子素子を作成することもできる。すなわち、本発

ｍ

２

以上の高エネルギー密度を有し、互いに干渉させた

明は、上記の方法で作成された一次元または二次元周期

フェムト秒レーザーパルスを透明基材に照射し、５〜

微細構造を用いることを特徴とする量子ワイヤー素子ま

０．４μｍのフリンジ間隔を持つホログラフィック回折

たは量子ドット素子用単結晶膜形成のための基板であ

格子を透明基材に形成する。材料のレーザー誘起構造変

る。

化とフェムト秒レーザーの非線形性を活用すれば、フリ

【００１８】本発明者らは、先に、従来行なわれていた

ンジの内部構造として溝が形成され、その平均幅を５ｎ

30

感光性材料を用いたレーザー光干渉露光ホログラム作成

ｍ程度に狭くする事が出来る。すなわち、ナノスケール

法に替えて、フェムト秒レーザーを用いた二ビームホロ

の周期量子ワイヤー構造を形成する事が出来る。

グラム露光法を開発し、本来は光感光性を持たない有機

【００１２】さらに、こうして形成した回折格子を９０

材料、無機材料、半導体材料または、金属材料に、一つ

度回転させた後、再び、互いに干渉したフェムト秒レー

のパルスから分岐した一対のパルス光で、ホログラムを

ザーパルスを照射する事により、最小平均径が５ｎｍ程

記録できる方法を実現し、特許出願した（ＷＯ０１／４

度のドットから構成される二次元周期微細構造を作成す

４８７９Ａ１）。

る事ができる。

【００１９】この方法は、発振波長が８００ｎｍ付近の

【００１３】すなわち、本発明は、互いに干渉したフェ

近赤外領域で、該パルス幅が９００〜１０フェムト秒、

ムト秒レーザーパルスを、基材に照射することにより、
最小平均寸法５〜２００ｎｍを有する周期微細構造を基

ピーク出力が１ＧＷ以上で、フーリェ限界またはそれと
40

近似できる固体フェムト秒レーザーを光源とし、該レー

材中に作成することを特徴とするフェムト秒レーザー照

ザーからのパルスをビームスプリッターにより二つに分

射による一次元及び／または二次元周期微細構造の作成

割し、二つのビームを、光学遅延回路を介して時間的に

方法である。

制御し、かつ微小回転する反射面が平面または凹面のミ

【００１４】また、本発明は、近赤外領域の発振波長
で、０．１ＴＷ／ｃｍ

２

ラーを用いて空間的に制御し、ホログラムを記録する基

以上の高密度エネルギーを有

材表面または基材内部に、エネルギー密度１００ＧＷ／
２

し、互いに干渉した２つのフェムト秒レーザーパルスを

ｃｍ

シリカガラスに照射することにより、シリカガラス中

間的および空間的に合致させることにより、高エネルギ

に、平均幅５〜５０ｎｍを有する周期溝を作成すること

ー照射によって生じる基材材料のアブレーションおよび

を特徴とするフェムト秒レーザー照射による一次元周期

／または基材材料の原子配列構造変化による基材表面の

微細構造の作成方法である。

50

以上で集光し、二つのビームの集光スポットを時

形状変化および／または基材材料の屈折率変化により、

( 4 )

特開２００３−５７４２２

5

6

透明材料、半導体材料、または金属材料に不可逆的にホ

【００２０】光干渉パターンでのｘ方向での光強度分布

ログラムを記録する事を特徴とする二ビームレーザー干

Ｆ（ｘ）は、（１）式で与えられる。

渉露光法によるホログラムの製造方法である。

【００２１】

Ｆ（ｘ）＝

2

２Ｆa v ｃｏｓ （２πｘ／ｄ）

（１）

ここで、Ｆa v は、光の平均エネルギー、ｄは、フリンジ

（２）式で与えられる。

の間隔で、二つのビームのなす角度をθとしたとき、

【００２２】

ｄ＝

λ／２ｓｉｎ（θ／２）

（２）

したがって、ｄは波長の半分より小さくする事ができな

により、基材は光エネルギーを吸収する。吸収されるエ

い。

ネルギーＥ（ｘ）は、ｎ多重吸収の時は、光強度のｎ乗

【００２３】８００ｎｍ付近の発振波長でフェムト秒レ

10

ーザーを透明基材に照射すると、多重光子吸収プロセス
Ｅ（ｘ）＝

に比例する。すなわち、
【００２４】

2

［２Ｆa v ｃｏｓ （２πｘ／ｄ）］

n

（３）

【００２５】吸収されたエネルギー密度が、閾値を越え

高分解能の走査型反射電子顕微鏡で観測する事ができ

た場合に、材料のアブレーションまたは構造変化が生じ

る。

るので、アブレーションまたは構造変化が生じる領域

【００３０】二次元周期微細構造を形成するには多重露

は、ｎが１のとき、ｄ／２程度（λ／４程度）とする事

光法を用いる。すなわち、まず、フェムト秒レーザー二

ができ、ｎを大きくすれば、該領域をさらに小さくする

ビームホログラム露光装置を用い、一発の干渉レーザー

事ができる。フェムト秒レーザーでは、熱的効果を除く

パルス照射により透明基材表面または内部にホログラム

事が出来るので、該領域が熱的に拡散する事を防ぐ事が

回折格子を記録する。次に、回折格子を記録した透明基

出来る。すなわち、フェムト秒レーザー照射で、多重光

20

材を９０度回転させ、記録された回折格子に位置的に重

吸収を利用して回折格子を形成した場合、光の回折限界

ねて、互いに干渉したフェムト秒パルスを重畳して照射

を超えた微細構造を形成することができる。

する。その結果、回折格子とパルスビームが重なった領

【００２６】高強度のフェムト秒レーザーが、屈折率Ｎ

域に、最小平均寸法約５ｎｍの微細構造を有する二次元

0

を有する透明基材中を伝播する場合、（４）式に示す

周期微細構造を形成する事ができる。

様に、光強度Ｉに比例して屈折率Ｎが変化する非線型効

【００３１】二つのレーザーパルスのなす角度が９０度

果が顕著になる。

未満のときは、二次元周期微細構造はドット構造にな

【００２７】

り、該角度が９０度以上のときは、表面が正方形の島状

Ｎ＝Ｎ0 ＋α・Ｉ

（４）

構造になる。また、照射レーザーエネルギーを変化させ

ここで、αは定数である。

る事により、ドットの平均寸法を５ｎｍから２００ｎｍ

【００２８】αが正の時は、凸レンズ効果が生じ、光の

30

の範囲で、島状構造の表面正方形の一辺を平均５０〜２

伝播と共に、光は自己収束する。すなわち、αが正の基

５０ｎｍで変化させることができる。

材では、屈折率の非線形効果に基づく自己収束効果によ

【００３２】基材中に記録された周期微細構造の溝幅、

り、光集光スポットは、さらに小さくする事ができ、そ

ドットの直径などの寸法は、走査型反射電子顕微鏡の白

の結果、アブレーションまたは構造変化を生じる領域

黒コントラストから求められる。しかし、一般的に、走

を、より小さくする事が出来る。こうした多重光吸収効

査型反射電子顕微鏡では、溝、ドットなどの深さを直接

果および自己収束効果を利用して、最小平均寸法５ｎｍ

測定することができず、走査型電子顕微鏡の白黒コント

程度の微細構造を有する周期微細構造を形成することが

ラストは、溝の幅、ドットの寸法（直径）などの深さ方

できる。

向の重み平均であると考えられる。したがって、本件明

【００２９】シリカガラスに、閾値を越えるエネルギー
密度を有する互いに干渉したフェムト秒パルスを照射す

細書中の「平均幅」、「平均寸法」は走査型反射電子顕
40

微鏡の白黒コントラストから求めた値で、深さ方向に重

ると、シリカガラス中に、体積の収縮を伴った周期的な

み付けされた平均の溝幅およびドットの寸法である。

構造変化が生じる。単位面積当たりのレーザーエネルギ

【００３３】こうして形成された二次元周期を有する微

ー密度を０．１ＴＷ／ｃｍ

２

以上にすると、この構造変

細構造は、二次元回折格子または二次元ホトニック結晶

化領域は、多重光吸収および／または自己収束効果によ

とみなすことができ、高角度光回折素子として用いるこ

り、光の回折限界より小さくなり、局所的な収縮力が発

とができる。また、該微細構造の上に、単結晶膜をホモ

生する。この結果、シリカガラスに平均幅が約５ｎｍの

エピタキシャル成長させる、あるいは、半導体単結晶膜

溝が形成される。この溝の間隔は、回折格子のフリンジ

をヘテロエピタキシャル成長させ、得られたエピタキシ

間隔と一致している。すなわち、間隔５〜０．４μｍの

ャル単結晶膜を用いて、周期量子ワイヤー素子または周

周期量子ワイヤー構造を作成することができる。シリカ

期量子ドット素子を作成することができる。すなわち、

ガラス中に形成された約５ｎｍ平均幅の周期溝構造は、

50

該微細構造を記録した基材を周期量子ワイヤー素子また

( 5 )

特開２００３−５７４２２

7

8

は周期量子ドット素子作成のための基板として用いるこ

の収縮が起こる。

とができる。

【００３９】この収縮により、基材表面に、平均幅５ｎ

【００３４】

ｍ程度の極微小幅を有する亀裂が生じる。該亀裂の間隔

【発明の実施の形態】図１は、本発明の方法に用いるフ

は、干渉パターンのフリンジ間隔に一致している。すな

ェムト秒レーザー光干渉露光装置のシステム概念図であ

わち、二つのビームの交差角をθとしたとき、該間隔ｄ

る。このシステムにおいては、フェムト秒レーザー光

は、レーザー波長をλとして、ｄ＝λ／２ｓｉｎ（θ／

源、該レーザーからのパルスビームをビームＢ１とビー

２）で与えられる。該方法により、基材表面に、一次元

ムＢ２の二つに分割するためのビームスプリッター（ハ

周期量子ワイヤー構造を形成する事ができる（図２の１

ーフミラーＨＦ１）、パルスの光の集光合致位置を時間
的に制御するための光学遅延回路および空間的に制御す

回目の書込み）。
10

【００４０】前述の手法により、一次元周期量子ワイヤ

るための平面鏡Ｍ２と凹面鏡Ｍ３，Ｍ６と該凹面鏡Ｍ

ーを形成した基材を、基材回転ステージを回転させるこ

３，Ｍ６を微回転するための機構からなる光学系を有す

とにより、レーザー入射ビームに対して９０度回転させ

る。光学遅延回路を構成する平面鏡Ｍ４，Ｍ５の位置

る。次に、一次元周期量子ワイヤー構造が形成された領

を、入射ビームに対して平行方向に微移動させる事によ

域に、集光レーザービームが照射されるように基材回転

り、光学路長を変化させ、光学遅延回路とする事ができ

ステージを平行に移動させる。最後に、互いに干渉した

る。基材Ｓ１に入射する二ビームの集光の合致位置およ

レーザーパルスを照射し、２回目の書込みを、量子ワイ

び集光スポットのサイズを光学遅延回路およびミラーに

ヤー形成領域に重ねて行う。

より制御できる。

【００４１】二回の照射ビーム位置が一致した領域に、

【００３５】フェムト秒二ビームレーザー露光装置は、

１回目のレーザー照射によって形成された回折格子と２

ミクロンスケールで、位置が制御できる光学系が必要で

20

回目に照射されたレーザービームとの相互作用により、

あり、それに対応できる高精度の位置制御性をもつ装置

二次元周期ドット構造が形成される。シリカガラスで

として、精細な制御が可能な光学遅延回路、微回転でき

は、周期性量子ワイヤー構造と周期性量子ドット構造が

る凹面鏡、および二ビームの集合合致の有無を検出でき

重なって形成される。該ドットの平均寸法は、５〜１０

る機能を併せ持つ光学系により、二つのビームを基材上

０ｎｍであり、二次元周期量子ドット構造とみなすこと

または基材内部に集光して、時間的および空間的に、二

ができる。これらの構造は、ＡＦＭではプローブ針先端

つの集光スポットを合致させる事を可能としたものであ

寸法の制限で観測することが難しいが、それに替わっ

る。

て、高分解能走査型反射電子顕微鏡で実測することがで

【００３６】また、基材の指定位置に、二つのビームを

きる。

集光させる事を可能とするために、基材は、ミクロンオ

【００４２】基材として、バルク及び薄膜シリカガラス

ーダーで微移動および、分のオーダーで微回転する基材

30

の他、ＢＫ７光学ガラス，多成分ガラス，ＭｇＯ，Ｓｉ

回転ステージ上に置かれている。さらに、基材中の特定

Ｏ２ ，ＬｉＮｂＯ３ ，Ａｌ２ Ｏ３ ，ＣａＦ２ ，ダイヤモ

の位置を検出するために、基材回転ステージ上の基材を

ンド，ＺｎＳ，ＺｎＳｅ，ＺｎＯ，ＹＳＺ（イットリウ

実体顕微鏡で観測する事ができる。

ム安定化ジルコニア）、ＡｌＮ，ＧａＮ，ＡｌＡｓ、ま

【００３７】図１に示すシステムにおいて、チタンサフ

たはＧａＡｓ及びそれらの混合物を使うことができる。

ァイヤモードロックレーザーのフェムト秒パルスレーザ

シリカガラス以外の基材では、一次元周期微細構造で

ーを最大エネルギー約１ｍＪ，時間幅約１００フェムト

は、ワイヤーの幅は約５０ｎｍ以上であるが、その場合

秒に再生増幅し、得られたフェムト秒レーザー光を透明

でも、ドットの平均寸法を５〜２００ｎｍにすることが

基材Ｓ１の表面に約１００μｍ径に集光する（このレー

できる。

ザー光のエネルギー密度は、約１００ＴＷ／ｃｍ

２

であ

る。）。フェムト秒パルスの発振器として、近赤外光で

【００４３】量子ドットが、形成される機構は明確では
40

ないが、一回目の照射により形成された回折格子表面

発振するファイバーレーザー及び固体レーザーを用いる

が、２回目に照射されたレーザービームに対して、レン

こともできる。

ズ作用を持ち微細ビームスポットが形成され、そのスポ

【００３８】図２に、多重露光により二次元周期微細構

ットが基材に転写される機構、あるいは、最初に形成さ

造を作成する手順を示す。それぞれ１００μＪ／パルス

れた回折格子により、２回目に照射されたレーザービー

の二つのビームを時間的および空間的に一致させ、基材

ムが回折され、その回折光と入射レーザービーム光が互

の表面に集光させる。その結果、二つのビームが互いに

いに干渉し、微細ビームスポットが形成され、そのスポ

干渉し、生じた干渉パターンの明部領域のみのガラス表

ットが基材に転写される機構が考えられる。いずれの機

面がアブレーションされ、その結果、干渉パターンが基

構においても、基材に転写される際に、多重光子吸収過

材に転写される。同時に、干渉パターンの明部領域の基

程及び自己収束過程により、ビームスポットより微細な

材内部に、高密度エネルギーレーザー照射により、基材
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形状を基材表面または内部に形成することができる。

( 6 )
9

特開２００３−５７４２２
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【００４４】

の平均寸法は２０〜２００ｎｍであった。

【実施例】[実施例１]図１に示すフェムト秒二ビームレ

【００５０】[実施例３]図１に示したフェムト秒二ビー

ーザー干渉露光装置を用いた。すなわち、レーザーは、

ムレーザー干渉露光装置を用いて、シリカガラスに表面

再生チタンサファイヤレーザーで、発振中心波長は８０

レリーフ型ホログラム回折格子を形成した。レーザービ

０ｎｍ、パルス幅約１００フェムト秒、パルスエネルギ

ームのエネルギー密度は５０μＪ／パルスで、二つのビ

ーは、それぞれのビームに対して、１００μＪ／パルス

ームのなす角度は２４度とした。該ホログラムを記録し

で、ピーク出力は約１ＧＷと求められる。

た後、試料ステージを９０度回転して、該シリカガラス

【００４５】レーザービームは、ハーフミラーＨＦ１

を、ビームに対して、９０度回転した。

で、二つに分けられ、レンズＬ１及びレンズＬ２によ
り、シリカガラス表面に集光される。ビームＢ１あるい

【００５１】さらに、レーザービームが回折格子形成領
10

域に照射する様、基材回転ステージを平行に微動させ、

はビームＢ２に対する光学路内に、光学遅延回路及び光

２回目のレーザービームを重畳して照射した。２回目の

学路位置あわせ回路を設置し、二つのビームの集光スポ

照射において、二つのビームのエネルギー密度は、それ

ットを時間的および空間的に合致させた。合致の有無の

ぞれ３０μＪとし、二つのビームのなす角度は２４度と

検出には、空気による三倍高調波の発生強度を用いた。

した。縦横約１μｍ間隔の周期をもつ二次元ドット構造

【００４６】集光スポットの大きさは、約１００μｍ

が形成されていることが確認できた。ドットの深さは、

で、ピーク出力密度は約１０ＴＷ／ｃｍ

２

と計算され

１００ｎｍ程度と推定され、ドットの直径の平均寸法は

る。ビームＢ１とビームＢ２のシリカガラスへの入射角

５〜４０ｎｍであった。すなわち、照射レーザーエネル

度は、２４度とした。レーザー照射後のシリカガラス表

ギーを、３０μＪ程度に低減する事により、二次元周期

面をＡＦＭおよび高分解能走査型反射電子顕微鏡で観測

構造を有する最小平均寸法５ｎｍの微細構造（二次元周

した。図３は、得られた表面レリーフ型ホログラム回折

20

期量子ドット構造）を形成できた。

格子のＡＭＦ写真と距離および溝の深さの関係を示すグ

【００５２】[実施例４]図１に示した２ビームレーザー

ラフである。図３に示すように、約１μｍの格子間隔を

干渉露光装置を用いて、シリカガラスに表面レリーフ型

持つ表面レリーフ型ホログラム回折格子を得た。ＡＦＭ

ホログラム回折格子を形成した。レーザービームのエネ

の測定から、ホログラムフリンジの形状は、かまぼこ型

ルギー密度は１００μＪ／パルスで、二つのビームのな

であった。

す角度は９０度とした。該ホログラムを記録した後、基

【００４７】また、図４は、得られた表面レリーフ型ホ

材回転ステージを９０度回転して、該シリカガラスを、

ログラム回折格子の高分解能走査型反射電子顕微鏡写真

ビームに対して、９０度回転した。

である。図４に示すように、それぞれのフリンジに、平

【００５３】さらに、レーザービームが回折格子形成領

均幅１５ｎｍの微細溝が付属しているのがわかる。すな

域を照射する様、基材回転ステージを平行に微動させ、

わち、フェムト秒レーザーを用いた２ビームレーザー干
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２回目のレーザービームを重畳して照射した。２回目の

渉露光により、シリカガラス表面に、一次元周期微細構

照射において、二つのビームのエネルギー密度は、それ

造（一次元周期量子ワイヤー構造）が形成されているこ

ぞれ１００μＪとし、二つのビームのなす角度は９０度

とが確認できた。

とした。図６に、二回の照射ビームの重なった領域の高

【００４８】[実施例２]図１に示したフェムト秒二ビー

分解能走査型反射電子顕微鏡写真（ａ）と該写真の模式

ムレーザー干渉露光装置を用いて、シリカガラスに表面

図（ｂ）を示す。図６から、縦横約０．６μｍ間隔の縞

レリーフ型ホログラム回折格子を形成した。レーザービ

状の二次元周期構造が形成されていることが確認でき

ームのエネルギー密度は１００μＪ／パルスで、二つの

た。島は、表面が正方形の直方垂体と推定され、正方形

ビームのなす角度は２４度とした。該ホログラムを記録

の一辺は、平均寸法５０〜１５０ｎｍであった。

した後、試料ステージを９０度回転して、該シリカガラ
ス試料を、ビームに対して、９０度回転した。

【００５４】[実施例５]図１に示した２ビームレーザー
40

干渉露光装置を用いて、シリカガラスに表面レリーフ型

【００４９】さらに、レーザービームが回折格子形成領

ホログラム回折格子を形成した。レーザービームのエネ

域を照射する様、試料ステージを平行に微動させ、２回

ルギー密度は４０μＪ／パルスで、二つのビームのなす

目のレーザービームを照射した。２回目の照射におい

角度は９０度とした。該ホログラムを記録した後、基材

て、二つのビームのエネルギー密度は、それぞれ１００

回転ステージを９０度回転して、該シリカガラス試料

μＪとし、二つのビームのなす角度は２４度とした。図

を、ビームに対して、９０度回転した。

５に、二回の照射ビームの重なった領域の高分解能走査

【００５５】さらに、レーザービームが回折格子形成領

型反射電子顕微鏡写真（ａ）と該写真の模式図（ｂ）を

域を照射する様、基材回転ステージを平衡に微動させ、

示す。図５から、縦横約１μｍ間隔の二次元周期性をも

２回目のレーザービームを重畳して照射した。２回目の

つドット構造が形成されていることが確認できた。ドッ

照射において、二つのビームのエネルギー密度は、それ

トの深さは、３００ｎｍ程度と推定され、ドットの直径

50

ぞれ４０μＪとし、二つのビームのなす角度は９０度と

( 7 )
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した。縦横約０．６μｍ間隔の島状の二次元周期構造が

用ＡＭＦ写真と距離および溝の深さの関係を示すグラフ

形成されていることが確認できた。島は、表面が正方形

である。

の直方垂体と推定され、正方形の一辺は、平均寸法１５

【図４】図４は、実施例１により得られた１μｍの格子

０〜２５０ｎｍであった。

間隔を持つ表面レリーフ型ホログラム回折格子の図面代

【図面の簡単な説明】

用高分解能走査型反射電子顕微鏡写真である。

【図１】図１は、本発明の方法に用いるフェムト秒レー

【図５】図５は、実施例２において、二回の照射ビーム

ザー干渉露光装置のシステム概念図である。

の重なった領域の図面代用高分解能走査型反射電子顕微

【図２】図２は、多重露光により二次元周期微細構造を

鏡写真（ａ）と該写真の模式図（ｂ）である。

作成する手順を示す概念図である。
【図３】図３は、実施例１により得られた１μｍの格子
間隔を持つ表面レリーフ型ホログラム回折格子の図面代

【図６】図６は、実施例４において、二回の照射ビーム
10

の重なった領域の図面代用高分解能走査型反射電子顕微
鏡写真（ａ）と該写真の模式図（ｂ）である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

( 8 )

【図５】
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【図６】
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