ナノメートルサイズの微細加工技術と装置の開発
高速・低コストで大面積に 50nm の微細加工を実現
半導体レーザーを用いた可視光レーザーリソグラフィー法と熱非線形材料であ
る酸化白金を組み合わせた熱リソグラフィー技術を開発し、実際の装置を作製
した。この熱リソグラフィー技術は、大面積に 50nm の微細加工を 6m/s の
高速で実現できるので、フォトニック結晶や光反射防止構造などの微細構造を
用いた光学デバイスの低価格化や、ナノテクノロジー技術への応用に弾みがつ
くものと期待される。
We have developed a new thermal lithography technique that utilizes the thermal
decomposition of platinum oxide. This technique enables lithography of high resolution,
high speed and wide writing area (96 cm2). The smallest reproduced feature was 50
nm in diameter, using an optical system consisting of a 405 nm laser and an objective
lens with numerical aperture (NA) of 0.65. Size of this feature is one eighth of size
achievable by conventional photolithographic techniques. High-speed writing of over 6
m/s was achieved, with 3 million nano-dots fabricated per second. With the technique,
nano-scale devices will be produced at low-cost.
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図 1 熱リソグラフィーの概念図
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図２ 酸化白金の温度による分解特性
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図３ 左：ナノドットパターンを作製した例、右：高アスペクト比構造の作製例

図４ 12cm 石英基板に光反射防止機能をもつ
ナノ微細構造を作製した例
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図５ 共同開発した卓上型ナノ加工装置
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