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会社紹介 (company Introduction)

社名：Bush Clover株式会社

設立：2018年10月1日

所在地：東京都町田市

従業員：８名

事業内容：

微細構造金型の製作・転写

微細加工全般のコンサルティング

Web: https://www.bushclover.net/

Name: Bush Clover
Founded on: 1st Oct 2018
Place: Machida-shi, Tokyo
Employs: 8
Business: consulting on micro 
and nano process optimization.

Collaborating with GenISys on 
3D lithography (Ebeam and Laser)



Bush Cloverについて (about Bush Clover)

エンドユーザー
(メーカー、大学、研究所)
(end users such as Univ. Research center, production site)

依頼

・ナノ、マイクロ領域の微細加工について最適解を提案します。
・微細加工プロセスの出発点となるリソグラフィ技術を得意としています。
Providing solutions for nano- micro fabrication technologies incl. lithography.

End user request
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Collaboration with
institutes for access
to state of the art
nanofabrication systems



レーザー描画装置での
グレイスケール露光について

Grey scale lithography using Laser exposure tools



3次元形状加工を行う際の各技術の比較 (comparison between tools)

レーザー露光
Laser

EB露光
E-Beam

機械加工
Micro Machining

加工サイズ
Size

XY: 数μm (few um)
Z:～50μm

XY:sub μm
Z:2～3μm

XY: 数10μm(few tenth of um)
Z:100μm

加工面積
area

◯
□ (over 8 inchs)

✕

□10mm
△

□100mm

価格（単位面積当たり）
Price / area

◯ ✕ △

後工程
Post process

電鋳 electroforming
エッチング etching

電鋳 electroforming
エッチング etching

必要なし
Unnecessary

加工劣化要因
Potential cause of 

disturbances

被写界深度外での
ビームぼけ

Depth of focus

前方散乱による
ビームぼけ

Beam scattering

バイト痕による表面荒れ
Surface roughness by 

machining
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機械加工による切削痕 (surface roughness by machining)

Lense array – fabricated by micro machiningRetroreflector – fabricated by micro machining



130kVのモンテカルロ・シミュレーション結果(EBの場合)
(E-beam schattering example)

仮に厚塗りできるレジストがあったとしても、
7μmの深さでは散乱ビーム半径は1μmにもなる。
When a thick resist like 7um is used, scattering radios gets 1um.)



レーザー描画装置で3次元構造を作成するターゲット
(Laser exposure examples: grey scale with thick resist)

few tenth of um fabrication, Laser lithography is a proper choice.
Feature height is limited by resist thickness

Lense array – fabricated by laser lithography

Retroreflector– fabricated by laser lithography



作成したモールドの例 (example of a 3D mold)

A4サイズのモールドまで作成可能
Size up to A4 (8 in) is possible



レーザー描画でのプロセスフロー (Process flow by Laser lith.)

レジスト塗布
(resist spin coating)

コントラストカーブ測定
(contrast curve measurement)

BEAMERによる露光量の補正
(BEAMER 3D PEC)

グレイスケールパターンの描画
Grey scale pattern exposure

電鋳モールドの作成
Mold electroforming



Contrast curve exposure and measurement with BEAMER correction



Contrast curve exposure and measurement with BEAMER correction



BEAMERによる露光量の割当

測定したコントラストカーブのデータを入力して、最適な露光量を求める

Dose calculation based on measured contrast curve (optical parameters and others)

図形データ
(STLファイル)
STL pattern data

露光量の計算結果
Dose calculation result



描画結果 (Exposure & development result)

直径15μmのマイクロレンズアレイ
Microlens array, 15um height

1段10μmの階段パターン
Step structure, each 10um step



BEAMERの補正による形状の違い(MLA)
microlens result comparison with or without BEAMER correction

z 
[μ

m
]

x [μm]

設計値 design

実測値measured

z 
[μ

m
]

x [μm]

BEAMERによる補正有り (with)BEAMERによる補正無し (without)



BEAMERの補正による形状の違い(階段形状)
step structures, with or without BEAMER
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フォーカス値による描画結果の違い
Influence of focus offset on exposure result

コントラストカーブの描画結果は、フォーカス値では変化しない
Dose ramp itself does not change by focus offset

Experiment Simulation



しかし、実際の描画結果はフォーカスの値によって大きく変化する
But the exposure results are influenced by the focus.

Focus: 0% Focus: -50% Focus: -100%

フォーカス値による描画結果の違い
Influence of focus offset on exposure result



EB描画装置での
グレイスケール露光について
Grey scale lithography using E-Beam exposure tools



EB描画に適したグレイスケールパターンについて
Which application matches to E-Beam grey scale exposure?

パターンのZ方向のサイズは高々2μｍくらいで、XY方向の分解能は、レーザー描画では実現で
きないサブミクロンサイズのアプリケーションが良い

Resist height is up to 2um, and X-Y resolution limit is smaller than that of the limit of 
laser lithography (< um).

マルチレベル・サブミクロンピクセルサイズの回折光学素子（DOE）
Multi-level, sub-micron pixel sized DOE



マルチレベル(多段DOEについて) about multi-level DOE

スマホの顔認証等に使われるセンサー
に用いられるDOE(回折光学素子)は
小型化が進んでいる
A typical size of face detection devices (DOE) 
equipped in smart phones gets smaller and smaller.

1pixelのサイズが250nm～500nm
深さはだいたいtotal 1～2μmの
マルチレベル(多段)パターンが求められる
Recently, 250nm-500nm pixel size with 1-2um total 
depth DOE is required.



作成方法について – fabrication method

マルチレベル・サブミクロンピクセルサイズの回折光学素子（DOE）
Multi-level, sub-micron pixel sized DOE

複数回の露光とドライエッチングを繰
り返す方法

Repetition of multiple exposures and dry 
etchings

グレイスケール露光法
Grey scale lithography



複数回のドライエッチングを繰り返す作製方法
Repetition of multiple exposures and dry etchings

レジスト Resist

Si

Development
New resist coating

Si

Si

レジスト resist

Si

レジスト Resist

EB exposure Dry etching



Si

Resist removal
Repeating entire process to get designed 3D 
structure

Dry etching by changing etching 
depth

SiSi

E-Beam exposure

Si

Development

複数回のドライエッチングを繰り返す作製方法
Repetition of multiple exposures and dry etchings



• プロセスが煩雑

Non-straight forward process

• 多段形状を作る際に、レジストが流れ落ちてしまう

Resist can flow off when forming multiple steps. E.g., it is very hard to put resist 
on this top.

• エッチング条件出しを複数回行う
必要あり
Etching condition needs to be found
and determined for each single step.

• 作成できる最小のパターンサイズ
に限界がある（形状に依存するが
目安が１μm前後）
Fabrication size limit (down to 1um)

複数回のドライエッチングを繰り返す作製方法の問題点
Problem of the repetition process



グレースケール露光による作成方法
3D structures by grey scale method

Si

電子ビームの露光量(露光時間)を変えながら、厚塗り
したレジストに描画。BEAMERを使用
Exposure on thick resist by changing dose, using BEAMER.

Si

development

レジスト(PMMA) レジスト(PMMA)

Molding by electroforming



作成結果と光学特性評価結果
fabrication and optical results

電子線描画 E-Beam ナノインプリント Nanoimprint 光学特性 optical property

◆ Light source  : VCSEL (single emitter) 

940nm



• Comparison of 3D fabrication techniques 

• Laser grey scale lithography

• Influence of focus

• Ebeam grey scale lithography

• Multi step processing DOE

• Single step processing DOE

Summary



Thank you for you attention!

Web: https://www.bushclover.net/


