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機械研磨 

化学機械研磨 

エッチング 

ダイヤモンドなどの硬質砥粒を用い，機械的破壊を通じて材料を除去．
加工能率は高いが，表面上には，研磨痕や加工変質層が導入される． 

微細砥粒を用い，機械的作用と化学的作用によって無擾乱面を形成．
加工能率は低く，研磨痕や加工変質層の除去が困難． 

高温下での水素ガスエッチング，CF4,NF3,SiF6などを用いた反応性イ

オンエッチングによる表面処理．結晶面方位の影響を受けやすく，表
面のうねり成分除去は困難． 

研究背景 

特殊加工 
放電，イオンビーム，電子ビーム，レーザーを利用した熱的加工法． 

表面上には，熱的ダメージが導入される． 
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ダメージ 

表面凹凸 

欠陥 

一般的な加工法で得られる表面 理想的な表面 

◎  ダメージ・欠陥がない 

◎  高い平滑性・平坦性 

◎  高能率に加工できる 

◎  高い清浄度 

加工能率と加工精度を両立できる 

加工法の開発が必要 

従来技術の問題点 
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湿式における化学反応を利用した 

ナノ精度加工法の提案 

 

機械的作用 

微粒子 

機械的作用による材料欠

陥の導入，運動，増殖に

より加工が進行 

従来の機械的研磨後 提案する加工法 

微粒子等を媒体にしてOHラジカルを被加工物近傍に供給し，被
加工物表面の最表面を改質し，改質層を除去，エッチングすれ
ば高能率加工ができる？と考えた． 
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Fe 
OH radical 

Reactive site 

Fe 

Removed and smoothed SiC wafer 

In H2O2 

Fe2++H2O2→Fe3+＋OH-+OH・              ・・・・・（1）   

Fe3++H2O2→Fe2+＋OOH・+H+              ・・・・・（2）   

SiC+4OH・+O2→SiO2+2H2O+CO2 ↑    ・・・・・（3）   

SiO2+2OH-→[SiO2(OH)2]
2-                            ・・・・・（4）   

湿式における化学反応を利用した 

ナノ精度加工法の原理 

OH・とH2O2中の溶存酸素によりSiC表面を酸化改質（SiOx）し， 

その部分を優先的に除去・溶出することによって加工を実現する． 
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4H-SiCウエハの平坦化への適用例 

加工装置の外観写真 加工装置の概念図 
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4H-SiCウエハ全面の平滑化 

(a) (b) 
P-V  : 68.997 nm 

Rms: 4.064 nm 

Ra   : 3.103 nm 

P-V  : 1.687 nm 

Rms: 0.184 nm 

Ra   : 0.147 nm 
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P-V: 7.014 nm, Rms: 0.699 nm, Ra: 0.562 nm P-V: 0.575 nm, Rms: 0.054 nm, Ra: 0.043 nm 

4H-SiCウエハ表面のAFM像 

前加工表面上に存在していた無数の研磨痕が一切ない 

原子レベルで平滑な表面が得られる 
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4H-SiCの断面TEM像 

（a）市販のSiC基板 

（b）提案手法で加工したSIC基板 

加工後のSiC表面上には， 

結晶構造の乱れが一切ない 
Kubota, et al., Prec Eng. 36 (2012), 137. 

SiC 

SiC 

SiC 
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Processing bath 

Fe 

plate 

Sample holder 

ダイヤモンド基板の加工事例 

Fe plate 
Sample 

Rotating table 

Processing bath 

H2O2 

加工装置の外観写真 加工装置の概念図 
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PV: 1.59 nm , Rms: 0.15 nm , Ra: 0.12 nm PV: 18.15 nm, Rms: 2.32 nm , Ra: 1.86 nm 

ダイヤモンド基板の加工事例 

PV: 0.494 nm , Rms: 0.051 nm , Ra: 0.041 nm PV: 4.271 nm, Rms: 0.645 nm , Ra: 0.518 nm 
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加工深さと表面粗さの関係 

加工表面断面プロファイル 

(加工深さ = 10.5 nm) 

表面粗さに相当する加工深さを得た段階で 

極めて精度の高い平滑面が得られている． 

最凸部から優先的に加工が進行 

10 nm 
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ダイヤモンド加工表面の断面TEM像 

ダメージフリー超平坦ダイヤモンド面を実現 

diamond 
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多結晶ダイヤモンド（PCD)の加工事例 

PV: 1438.029 nm, Rms: 34.373 nm,  

Ra: 6.812 nm 
PV: 108.797 nm , Rms: 2.950 nm ,  

Ra: 1.416 nm  

本技術では，表面凸部から優先的に加工が進行するため， 

単結晶材料だけでなく，多結晶材料の平滑化も可能 
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湿式環境下での加工プロセスによる 
加工能率の向上と加工安定化 

紫外光（UV）を溶媒に照射し， 

溶媒中で生成され活性反応種を利用 

Fe plate 

Sample 

Rotating table 

Processing bath 

UV irradiation 
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紫外光（UV）照射による加工能率の向上 

加工精度を維持しながらも， 

加工能率の向上と加工安定化を実現 
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新技術の特徴・従来技術との比較 

• 従来技術では，被加工表面上へのダメージの導入が避けられ
なかったが，本技術では，溶媒中での化学反応を利用し，被加
工物の表面凸部から優先的に加工が進行するため，ダメージを
導入することなく，ナノ精度から原子レベルでの加工が可能． 

 

• ドライ環境下での加工では，温度，湿度，真空度などの雰囲気
制御が難しく，設備コストがかかる．一方，湿式環境下での加工
では，その制御が比較的容易で設備コストも低く抑えられる． 

 

• 加工後の薬品処理コストが大幅に低減でき，低コスト・低環境負
荷な加工が可能． 
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想定される用途 

• SiC，GaN，ダイヤモンドなどのパワー半導体基板の平坦化 

• 超精密切削用ダイヤモンド工具，多結晶ダイヤモンド工具，
ｃBN工具の表面平滑化 

• セラミックス，多結晶ダイヤモンドやDLC膜付き金型の表面
平滑化 

ダイヤモンド製工具 
アライドマテリアルHPより 

ダイヤモンドホイール 
東京ダイヤモンド工具HPより 

SiCウエハ 
新日鐵住金HPより 

など 
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企業への期待 

• ダイヤモンドやセラミックスなどによる工具，金型，微細
部品の開発や次世代半導体基板の開発に興味を持つ
企業との共同研究を希望． 

 

• 装置化に興味を持つ企業との共同研究を希望． 

実用化に向けた課題 

• 加工能率の向上．この課題については，溶媒や金属触
媒の検討，他の手法との組み合わせによって克服でき
ると考えている． 
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