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§１．研究実施の概要  

 

微細配線化が進む超高集積半導体素子の開発において、マスク欠陥検査技術の超高分解能

化が必須となっている。ハーフピッチ 45nm以下の配線マスクの検査には、波長 200nm以下の真空

紫外領域の短波長光が、32nmのノード開発にはさらに短波長の光が必要とされている。本研究で

は、ホウ酸系非線形光学結晶の結晶構造を制御することにより、吸収端短波長化、複屈折増大を

実現して波長 170nm台の真空紫外光を発生できる革新的非線形光学結晶の開発を目指す。これ

に並行し、結晶の化学量論組成比、欠陥や不純物の完全制御を行うための育成・素子化技術を

開発して結晶のレーザー損傷耐性を向上させ、現在の193～200nm光の真空紫外光源の長寿命

化

ホウ酸系非線形光学結晶 CsLiB6O10（CLBO）に関して、199nm 発生素子の劣化の要因の１つと

考えられる成長中の欠陥生成を抑制するため、乾燥雰囲気中で脱水溶液（フラックス組成）から結

晶を育成し、マスク検査用の実機仕様の連続波199nm真空紫外光源装置を用いて結晶性を評価

した。本年度成果として、出力 100mW の一定出力運転時の素子寿命は、従来結晶の 1 日程度に

比べて7日以上と飛躍的に向上することを明らかにした。さらに、従来の結晶では実現不可能であ

った、出力 200mW、73～90 時間程度の長寿命化運転に成功した。結晶の照射位置のシフトを行

うことで、１年以上の素子寿命が期待できることになる。一方、次世代光源の開発テーマについて

は、新しい非線形光学結晶の探索を継続しながら、170nm 台紫外光発生に必要な和周波混合用

の入力光であるパルス真空紫外光及びパルス赤外光の光源を構築した。 

を実現する。これら２つの課題について、実用化を念頭に大学と民間企業２社との研究体制で

取り組む。 

 

 

§２．研究実施体制  

平成 21 年度

実績報告 
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（１）「佐々木」グループ 

① 研究分担グループ長：佐々木 孝友（大阪大学、特任教授） 

②研究項目 

真空紫外光発生用結晶の開発とレーザー損傷耐性のメカニズム解明 

 

（２）「古川」グループ 

① 研究分担グループ長：古川 保典（株式会社オキサイド、代表取締役社長） 

②研究項目 

・育成結晶の評価技術・素子化技術の開発 

・レーザー損傷メカニズム解明に向けたデータ蓄積 

・実用化検討（大型化・高歩留まり化） 

 

（３）「今井」グループ 

①研究分担グループ長：今井 信一 

（アドバンスド・マスク・インスペクション・テクノロジー株式会社、部長） 

 ②研究項目 

    新しい非線形光学結晶の評価 

 

 

§３．研究実施内容  

（文中に番号がある場合は（4－1）に対応する） 

（１）真空紫外光発生用結晶の開発とレーザー損傷耐性のメカニズム解明 

①ホウ酸系結晶の育成技術・結晶性制御に関する研究 

 CLBO 結晶内部に成長段階で取り込まれる水不純物を低減するため、育成溶液を脱水処理し、

結晶育成を行った。得られた結晶は（３）で後述する連続波 199nm 真空紫外光発生において、優

れた耐久性（長寿命特性）を示すことが明らかになった。赤外スペクトルから、CLBO の内部水不

純物は従来結晶の含有量の 20%程度まで低減できていた。一方、従来の結晶は加熱処理によっ

て水不純物を同じ程度に低減しても、損傷特性、耐久性で劣っているため、不純物取り込みに伴

って成長中に形成される、何らかの結晶欠陥がレーザー損傷耐性に大きく影響していると考察で

きる。高強度の緑色光レーザーに対して光路状に観察されるレイリー散乱が消失しており、成長中

に形成される欠陥は数十 nm 以下の大きさと見積もれる。また、結晶硬度（Vickers hardness 値）が

1.1 倍程度高くなることも分かり、結晶全体の品質が向上した結果と考えられる。一方、(3)の評価

で明らかになったように、結晶内部の均質性に課題が残っている。溶液状態（粘性等）が変化した

ことに起因していると考えられるため、解決に向けて溶液の攪拌技術改良に着手した。また、

CLBO の内部欠陥を評価するため、結晶の電気伝導度を評価する装置を導入した。今後、結晶
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欠陥と電気特性の関係を元に、さらに紫外損傷の主要因の調査を行う予定である。 

 

②真空紫外光発生用結晶の開発に関する研究 

 波長 170nm 台の真空紫外光を発生させるため、Nd:YAG レーザー（波長 1064nm、平均出力

10W、繰り返し周波数 15kHz、パルス幅 8ns）を基本波光源として、最終段の和周波混合用の２つ

の入射光、赤外光（波長 1800nm、可変式）、真空紫外光（波長 197.5nm）の光学系を構築した（図

(1)-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図(1)-1 真空紫外光 178nm 発生用和周波光学系。 

 

赤外光は PPLN-OPO より、変換効率 24.6%で 844mW 出力を得た。真空紫外光は、OPO を含む５

段階の波長変換を経て、17.6mW 出力が得られている（前段の 242.5nm からの変換効率は 44%）。

これにより、１７０nm 台の真空紫外光を発生させるための光源側の準備がほぼ整ったことになる。

次年度、ホウ酸系非線形光学結晶を用いて真空紫外光発生試験を行う予定である。 

 アルカリ系元素を置換した新しい非線形光学材料の候補結晶は、一致溶融性の材料であること

が確認できており、現在融液成長による単結晶化を試みているところである。 

 

 

 

（２）開発結晶の実用化技術の構築 

①結晶評価技術に関する研究 

高出力の深紫外光発生用デバイスにおいては、材料品質のわずかなバラつきが変換特性、寿

命に大きな影響を与える。特に、実際の半導体製造用のマスク検査装置に搭載するためには、デ

バイスの特性や寿命をあらかじめ非破壊検査によって完全把握しておく必要がある。そこで、非破

壊検査を実現するため、光学材料のフォトクロミズム現象に着目し、独自に開発した評価手法の定
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量化、測定精度向上に向けた検討を行った。リファレンス材料として、超低吸収材料であるEUVグ

レードの合成石英を採用した結果、超低吸収材料に対しては対象サンプル信号が評価光学系の

ノイズに埋もれてしまうことが確認された。当該ノイズの原因を実験的に確認した結果、信号光とポ

ンプ光の合成ミラーで発生することを突き止め、これを回避できる光学配置を設計した。その結果、

上記グレードの合成石英や CLBO 結晶といった超低吸収材料に対してフォトクロミズム信号を検

出できることが明らかになった。本研究により、CLBO 結晶の吸収は室温では大きく、150℃に加熱

することで上記グレードの合成石英と同程度まで小さくなることが分かった。今後、佐々木グルー

プで開発される新しい非線形光学結晶の紫外吸収特性を明らかにするとともに、実用化に向けた

紫外光発生素子の非破壊検査技術の確立を目指す。 

 

②結晶育成技術に関する研究 

佐々木グループで確認された定比組成メルト成長技術、および低湿度結晶成長技術の有効

性・実用性の調査を目的に、古川グループの製造装置を用いて育成試験を行った。定比組成メ

ルト実験において、種結晶が融けることで育成結晶が成長中に落下するという問題が発生した。

そこで室温のガスを吹き付けて種結晶を局所冷却することによる融解の抑制を行った。その結果と

して 86.3×40.0×46.5mm 寸法（174.6ｇ）の介在物を含まない結晶を得ることに成功した。次に、既

存炉に乾燥ガス導入口を設けることで低湿度育成実験を行った。結果として87.4×51.4×56.9mm

寸法（270.6ｇ）の介在物を含まない結晶を得ることに成功した。現在、本結晶の評価サンプル素子

加工が終了、レーザー評価を進めている。 

 

 

（３）新しい非線形結晶の評価 

 これまでの研究成果から、水不純物が波長変換素子としての性能に大きく影響することが明らか

になった。そこで、大阪大学で徹底した乾燥雰囲気で結晶を育成し、素子加工後に脱水過程を経

ることにより、出力劣化が小さい波長変換素子（乾燥育成素子）が実現できた。 

 素子の寿命評価では、素子劣化検出感度を上げるために、和周波発生( 1/1064nm + 2/488nm 

=1/199nm) による 199nm 光発生 CW 光源装置（100mW 級出力）を用いた。基本波の 1064nm 光

源は、単一周波数で動作するファイバーレーザー、244nm 光源は、アルゴンレーザーの内部 SHG

による光源である。この試験装置では、CLBO 素子を半導体製造用の窒素ガス(PN2、露点 180K)

でパージし乾燥状態に保った。1064nm 基本波を電界強調する外部共振器で、素子の表面反射

の影響を最小限にするブリュースタ角配置の SFG 用 CLBO で、その変換出力特性の変化から素

子の劣化を判断した。この装置は、基本波光を利得の無い共振器で電界強調しているので、共振 

器内光学損失増加もそのまま強調され、CLBO 素子の劣化に敏感である（図（3）-１）。 

 一定出力、変換効率が維持できる期間等から寿命評価を行なった。一般的に、深紫外光発生

用の実験装置では、対象となる CLBO 以外の光学部品の特性劣化も同時に進むため、一意的な

評価条件を与えることが難しいので、同じ条件下での比較対象による手法をとった。基本波出力
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の増減で出力一定化を行なうモードで連続運転試験を行なった結果を示す（図（3）-２）。従来の

育成法による結晶から切り出した素子では、1 日程度の素子寿命であったが、今回の新しい素子

は、7 日以上という顕著な素子寿命の伸長（変換特性の維持）を示した。 

 

 

 

 

 

 

  紫外光発生時における耐性が向上したことから、従来 100mW 級であった装置で、倍程度の出

力が再現性良く得られるようになり、73 時間から 90 時間程度、出力 200mW 以上の出力を維持で

きるようになった。結晶シフトによるリフレッシュを考慮すると、通常の素子サイズ（5mm×6mm）で

120 ポイントの使用が期待できることから、一年以上の素子寿命が期待できることになる。ところが、

この新しい素子では、このような長寿命な特性を示すポイントが、必ずしも素子断面全体に渡り確

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図（3）-2 寿命試験結果、旧来の育成法による特性と今回取り組んだ乾燥育成素

子の結果。自動出力一定運転をした場合、劣化が始まるまで自動運転は保たれる。 

図（3）-１ 結晶素子評価用装置の概念図。内部損失変化に敏感な外部共振器に

より和周波を発生させることにより、結晶寿命を評価。 図中、共振器ミラーと光学窓

を省略している。 

 

乾燥育成素子 

従来の育成法による素子 
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保できているわけではないことがわかった。今後は、新しい育成法における均一性確保が課題と

なる。 

 

 

§４．成果発表等 

（４－１） 原著論文発表 

● 論文詳細情報 

1. T. Kawamura, M. Yoshimura, Y. Shimizu, M. Nishioka, Y. Fukushima, Y. Kaneda, Y. 

Kitaoka, Y. Mori, and T. Sasaki, “Crystal growth of CsLiB6O10 in dry atmosphere and from 

a stoichiometric melt composition,” Journal of Crystal Growth, vol.312, 

pp.1118-1121,2010.  

 

（４－２） 知財出願  

① 平成２１年度特許出願件数（国内 3 件） 

 

② CREST 研究期間累積件数（国内 3 件） 

 


