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小型 EUV システムによる
ナノ構造の作製

セルヒー・ダニリュク、サッシャ・ブローゼ、アンドレアス・ソス

小さな EUV 光源と比較的シンプルなプロセス技術によって、最小で 28nm
までの周期的な構造を作製することができる。
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の出力を備える。（提供：フラウンホーファー ILT ）
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