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DUV エキシマレーザシステムを改善する
フッ化カルシウム微小光学
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新しいエッチング技術を使って回折型／屈折型のフッ化カルシウム（ CaF 2 ）

の原因にさえなる。それゆえ、製造中

寿命を延長し、補修時間を短縮することが可能である。

テップも回避しなければならない。

微小光学系を製造することにより、深紫外（ DUV ）エキシマレーザシステムの

に材料の応力を増大させるいかなるス

紫外（ UV ）フォトニクスの世界のシ

キシマシステム用として最適な材料であ

CaF 2 微小光学の製造

るいくつかの複雑な問題を解決するた

以上の広い透過範囲をもつ。フッ化カ

精密加工などの 355nm レーザ材料加

酸をはじめとする多数の酸に対して不

れらのコンポーネントは一般に石英ガ

ステムエンジニアは、この業界におけ

めに微小光学に注目している。回折光

学素子（ DOE ）やマイクロレンズアレ
イ（ MLA ）
、より一般的な屈折光学素

子（ ROE ）ならびにこれらのハイブリッ

ドなどの、微小光学コンポーネントまた

る。さらに、CaF 2 は 140nm から 7.5μm
ルシウムは有機化学物質とフッ化水素

活性で、ドライ環境で 1000℃まで使用
可能である。

CaF 2 は、屈折率が比較的低い（ 193

10 年以上前に、微小光学は穴あけや

工アプリケーションに導入された。こ

ラスまたは石英結晶から製造され、こ
れらの材料の透過窓は、より長い UV

波長を利用するアプリケーションに対

はアレイ光学系によって、材料加工の

nm で 1.5016、248nm で 1.4680）ため、 しても十分である。しかし、レーザが

に必要なパターン生成など、多数のア

193nm アプリケーションに利用するこ

ためのビーム成形、照明や半導体計測
プリケーションが実現される。

材料選択はあらゆるフォトニクスア

プリケーションにおける重大な決定の

1 つである。レーザ関連では、材料の

仕様が、システム寿命、安定性、コスト
を左右する最も重要な要素になるだろ
う。経験則によれば、波長が短くなる

につれ、より特殊な材料が必要になると

いうことだが、フッ化カルシウム
（CaF 2）
はこのスペクトル領域で最適な材料の
1 つである。CaF 2 は機械加工または成
形が非常に困難な材料として知られて

いかなる薄膜コーティングもせずに約

とができる。もし薄膜コーティングを

さらに高出力、高効率になると、より
適切な材料が必要になる。

ハイエンドな（または高出力の）UV

適用したとすれば、コーティングの材

アプリケーションで長時間使用すると

を決定するであろう。酸化物またはフ

まで、ほぼすべての DUVアプリケーシ

択は挑戦的な 193nmCaF2 アプリケー

の圧密またはマイクロチャネリング過

料選択とプロセスがその光学系の寿命
ッ化物ベースのコーティング材料の選
ションの性能を変える可能性がある。

応力は考慮しなけれならないもう 1

劣化を起こすとはいえ、溶融石英は今
ョンに最適な材料であった。溶融石英
程において、193nm 波長で高い UV エ

ネルギーに曝すと、時間の経過に伴っ

つの性質である。CaF 2の結晶性により、

てバルク材料の密度と屈折率が変化し

大させ、加工中のパーツの破砕や破壊

面特性を変える。幸いなことに、CaF 2

結晶面内の不均衡な応力は複屈折を増

いるが、CaF 2 に適した最先端処理技術

た。屈折率の変化は透明溶融石英の波

はこのような特性を示さない。しかし、
これらの回折型と屈折型の微細構造を

も存在する。

CaF 2 上に作製することは既存の技術

CaF 2 材料特性

構造に制限されてきた。

では困難であり、円筒断面または直線
CaF 2 光学系を製造するための一般的

フッ化カルシウムは多数の有用な性

質を持っている。DUV 領域における

透明性が高いことに加えて、DUV 領域

での寿命安定性に優れ、損傷しきい値

もかなり高いため、この波長領域のエ
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な技術はシングルポイントダイヤモン
図 1 新しいウエハスケールのエッチング技
術はフッ化カルシウム内に屈折型微小光学素
子を形成することができる。

ド切削（ SPDT ）と光学研磨であり、こ

れらの技術が微小光学の作製にも適用

されてきた。しかし、回折型と屈折型

き換えつつある。たとえば切断、マイ

の微小光学を製造するために新しいエ

クロマシニング、UV 硬化、アブレーシ

ッチング技術が手軽に利用可能になり

つつある。

ョン、アニーリングなどである。レーザ

使って、円筒形（または非円筒形）なら

型ビームシェーパ、回折ビームスプリ

材料加工装置の性能は、回折型と屈折

今や、ウエハスケールの製造技術を

ッタ、ラインビーム生成器、ホモジナイ

びに四角形と長方形のプロファイルを

もつ屈折型ホモジナイザを作製するこ

とができる（図 1 ）
。この機能を使うこ

図 2 エッチング技術は屈折型微小光学素子
に加えて、回折型微小光学素子も作り出す。

要であったところを、たった 2 つの表面

状の計測・検査のきびしい要求の増加

とによって、従来は 4 つ以上の表面が必
で非常に鋭く均質化されたプロファイル

を実現することができる。現在、システ

ザなどの微小光学部品によってひんぱ

んに向上している。これらの例において、

CaF 2 は被加工物に対して、特に UV 領

域のレーザ出力を増大させるのに適し

につながる。その中にはレチクル欠陥

た材料である。

やレチクル限界寸法の計測、レチクル

しかし、DUV レーザシステムは半導

ムエンジニアは以前よりも少ない表面

（およびその欠陥）の転写能力の予測、

体と材料加工産業に限定されるわけで

一般的なウエハ形状は、厚さ 1 から 4

ターンありもしくはなしのウエハ）など

ス市場でも利用され、例えば、DUV エ

しかし、CaF 2 から製造された微小光

高め、より小さな形状サイズに対応す

て、近視、遠視、乱視を補正するため

で非点収差を補正することもできる。
mm で直径 100 または 150mm である。
学は屈折型構造に限定されるわけでは

ない。非常にフレキシブルな照明パタ

ーンを使って、90% 以上の効率で CaF 2

オーバレイ精度の測定、ウエハ検査（パ

がある。これらの分野では、解像度を

より高出力のエキシマレーザとより

高効率な光学および微小光学は、シス

テムを通して、より高いスループットや

ハ欠陥検査かにかかわらず、四角形ま

要を満たして、さらに多くの光を得るこ

シブルなパターンを使い、均一照明また

レーザはまた、材料加工アプリケー

も可能だ（図 2 ）
。要件がマスクかウエ

たは長方形プロファイル以外のフレキ

はガウス照明を創り出すことも可能で
ある。グレースケールフォトリソグラ

フィを使って、回折効率を非常に高くし、
スペックルを低くすることができる。

キシマレーザシステムは眼科学におい

るため、短い波長に向かう傾向がある。

内に回折プロファイルを作り出すこと

はない。ヘルスケアやライフサイエン

の人の角膜整形に役立っている。これ

らの厳密さが要求されるアプリケーシ
ョンでは、光の均質化や非ガウスレー

ザ源からのガウスプロファイルの創成

DUV システムの寿命の延長といった需

が重要である。微小光学技術はこれら
のアプリケーションに一番適した選択

とができる。

肢であり、エッチングによる CaF 2 微小

光学はこれらのアプリケーションの要

ションにおいてメカニカルなツールを置

求を満たしている
（図 3 ）。

1.0

半導体とバイオメディカル産業の分

野は深紫外（ DUV ）レーザシステムや

それに付随する光学系および光学材料

の開発を後押ししている。193nm で動
作するフロントエンドのリソグラフィ

ツールは、2 倍の速度で実行するリソ
グラフィーツールが必要な現在ないし

将来の微細化のためのダブルパターニ
ング技術を使っている。ダブルパター
ニングは非常に小さな形状を生成する
が、これはひるがえって、これらの形
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図 3 紫外微小光学素子によって生成した 193nm のガウスビームにおける、CCD 画像と強度
プロファイル。
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