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１. はじめに  
近年，主流となってきた非球面ガラスレンズ

の製造プロセスでは，400～800°C という高温

にてプレス成形を行うため，金型材料には超硬

合金や CVD-SiC あるいは反応焼結 SiC などの耐

熱性高硬度難加工材料を用いる必要がある．非

球面ガラスレンズのモールド成形用金型の要求

精度は非常に高く，100 nm 以下の形状誤差，1 nm
レベルの表面粗さが求められている．難加工材

料は高硬度であるため，最終仕上げ工程におい

ては，ダイヤモンド砥粒が用いられている．こ

のため，スクラッチによる表面粗さの悪化や加

工変質層の生成が起こり，表面品位の低下や表

層剥離による金型寿命の低下といった問題が生

じる． 
また，単結晶の SiC や GaN 等のワイドギャッ

プ半導体は次世代パワーデバイス用材料として

期待されており，電気的特性の劣化を抑制する

ため，基板表面にできるだけダメージを導入し

ない平坦化加工技術として，種々の Chemical 
Mechanical Polishing（CMP）法が研究されている
1)2)．しかしながら SiC や GaN は高硬度かつ化学

的に安定であるため，デバイスグレードのエピ

タキシャル成長用の基板として使用できるレベ

ルの表面品位を得ることは困難である．また，

加工速度も 0.5 μm/h 以下と極端に遅い．従って，

これら難加工材料の高能率・高品位加工プロセ

スの開発が強く求められている．  
２．目 的 
本研究では，金型用材料の中でも特に耐摩耗性，

耐熱性，耐薬品性に優れる CVD-SiC 材をターゲットと
し，数値制御プラズマ CVM（PCVM: Plasma Chemical 
Vaporization Machining）による形状創成，およびプラ
ズマ援用研磨（PAP: Plasma Assisted Polishing）による
表面仕上げを組み合わせた，『プラズマナノ製造プロ

セス(Plasma nanoManufacuturing)による金型用オール
ドライ高能率ダメージフリー形状創成・表面仕上げ』の

開発を目的とする．図 1 に，(a)従来法，および我々が
提案する(b)プラズマナノ製造プロセスによる金型加工
の概要を示す．本助成研究では，プラズマナノ製造プ

ロセスによる CVD-SiC 材加工の有用性について検討

する． 

図 プラズマナノ製造プロセスによる金型加工

３．実用的な価値、実用化の見込など

大気圧下で発生させた局所プラズマを用いた

形状創成法であるプラズマ CVM 法は，大阪大学

の当該グループが 1986 年頃に世界に先駆けて開

発した化学的な超精密加工法である．現在，国

内においては当該研究グループのみが研究開発

を行っており，水晶ウエハにおける厚さ分布の

均一化，フォトマスク用石英ガラス基板の高平

坦化プロセスに欠かせない加工法として企業に

おいて実用化されている 3)． 
サブナノメータレベルの表面粗さが得られる

プラズマ援用研磨は，プラズマプロセスという非

接触な化学的表面改質プロセスと，古くから用い

られてきた砥粒による研磨プロセスとを融合し

た独創的なダメージフリー研磨法である．これま

でに，パワーデバイス用途として有用なワイドギ

ャップ半導体基板である単結晶の SiC や GaN に

対して原子オーダで平滑な表面を得ることに成

功している．これらの材料は高硬度であるために

通常の化学機械研磨（ Chemical Mechanical 
Polishing: CMP）では研磨レートが低く，また

CMP に用いる研磨液であるスラリー中に含まれ

るアルカリ成分が，結晶欠陥部においてエッチピ

ットを形成する，スラリーは高価で廃液処理費用

も高コストである等の問題点を多数抱えている．
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一方，プラズマ援用研磨法は，完全にドライな

雰囲気下でプロセスが進行するため，薬液の問題

（エッチピットの形成，高環境負荷）が無く，研

磨能率も高い．したがって，セラミックス材料の

高能率ダメージフリー表面仕上げ法として CMP
を代替することが期待されており，環境負荷が小

さな低コスト加工法としての価値が見いだせる． 
 
４．研究内容の詳細 

本研究では，CVD-SiC に対してプラズマナノ

製造プロセスを適用した場合の加工特性を評価

した．CVD-SiC は反応焼結 SiC などの基材の上

に，SiCl4 と CH4 を高温（1000～1400℃）で反応

させ，SiC 膜を成長させて得られる 4)．従来の金

型材料である超硬合金及び反応焼結 SiC と比べ

ると，CVD-SiC は高い硬度，化学的安定性，緻

密な組織，高い熱伝導率などの優位性がある．そ

れゆえ，CVD-SiC は金型材料や宇宙望遠鏡用の

軽量ミラー材料として期待されている．CVD-SiC
を金型材料として適用する際には，形状創成方法

として，ダイヤモンド砥粒を用いた精密研削がよ

く用いられるが，深いダメージ層が形成されてし

まう．また，形状創成の後の精密仕上げ手法とし

ては化学機械研磨（CMP）が用いられるが 5)，研

磨レートが低いため，前工程で導入されたダメー

ジ層を完全に除去するには，長時間の研磨が必要

になる．さらに，スラリーの購入や後処理に要す

るコストも非常に高い．そこで，従来法に置き換

わる金型の加工プロセスとして，我々が提案した

PCVM と PAP から成る『プラズマナノ製造プロ

セス』の有用性を評価するため，ダイヤモンドラ

ッピングを施した CVD-SiC 基板の表面に対し

て，PCVM と PAP の適用を行った 6)． 
図 2（a）に PCVM 装置の概略図を示す．走査

ステージの上に CVD-SiC 基板を真空チャックで

固定する．基板と上部電極（Al製）の距離を 1.6 mm
に設定し，He ベース（1.0 slm）の CF4/O2混合反

応ガス（CF4: 20 sccm，O2: 2 sccm）は上部電極と

アルミナカバーの間隙から供給した．基板と上部

電極の間に 13.56 MHz の高周波電界を印加し，20 
W の投入電力において安定なグロー放電を発生

させた．プラズマ中で CF4の解離により生成され

た F ラジカルは SiC と反応して揮発性の反応物

（SiF4）を生成する．ステージを 5 mm/s でラスタ

ー走査して面加工を行った． 
図 2（b）に PAP 装置の概略図を示す． 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 実験装置の概略図（a）PCVM 装置，（b）PAP
装置 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a) SEM 像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) X 線回折パターン 
図 3 CVD-SiC の表面モフォロジーと結晶性 

 

上部電極の下にレジンボンドのセリア砥石（直

径：5.1 mm，厚さ：1.6 mm，平均粒径：1.2 μm）
を回転中心から 3 mm オフセットして固定し，He
ベース（3.0 slm）の水蒸気（700 ppm）含有ガス

を上部電極の周りから供給した．基板と上部電極

の間に 13.56 MHz の高周波電界を印加し，15 W
の投入電力で砥石の周りに安定した He ベースの

水蒸気グロー放電プラズマを発生させた．プラズ

マ中では水蒸気が解離して OH ラジカルが生成

され，SiC を酸化して軟質化する．上部電極を 500 
rpm で回転させ，プラズマによる酸化及び軟質砥

石による研磨を同時に進行させ，CVD-SiC 基板

の PAP 加工を行った． 
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試料にはグラファイト基板上に CVD により成

膜した(111)高配向の多結晶 SiC 基板を用いた．

SiC の膜厚は約 10 μmである．図 3 に CVD 成長

面の SEM 像と X 線回折パターンを示す．SEM 像

より，用いた試料は粒径約 0.5-1.0 μmの結晶粒が

集積し，さらに 5 μm程度の構造を有することが

分かる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４   CVD-SiC 表面の SWLI 像（ a）研磨前

（Sz:4643.5 nm, Sq: 621.0 nm），（b）2 時間

CMP 研磨後（Sz: 3517.0 nm, Sq: 457.1 nm），

（c）7 時間 CMP 研磨後（Sz: 2571.1 nm, Sq: 
312.8 nm） 

比較実験として，従来のダメージ層を除去する研

磨法である CMPを用いて，CVD-SiCの研磨加工を
行った．CMP の加工レートを向上させるため，高濃

度のセリアスラリー（40 wt%），高荷重（25.5 kPa），高
パッド回転速度（2000 rpm）で研磨を行った．図 4
（a）に示すような As-received の表面に対して 時

間，そしてさらに 時間CMPを行った結果，図 4（b）
と（c）に示すように，表面粗さの改善が確認された．
しかしながら， 時間研磨後の表面でも表面粗さは

300 nm Sq 以上であり，金型の表面として十分では
ない．また， 時間 CMP研磨後の表面には，研磨さ
れなかった領域が多く存在し，CMP の加工レートは

極めて低いことが分かった． 

CVD-SiC に対して PCVM の加工速度を確認す

るため，ステージを走査せずに 分間 CF4プラ

ズマエッチングを行い，形成した静止加工痕の深

さを測定した．図 は PCVM の静止加工痕の形

状及び断面プロファイルを示す．PCVM は約

μm/h の高い加工レートを有することが示唆され

た．

 
図 5 PCVM の静止加工痕の形状

 
図6  CVD-SiCの表面粗さのPCVM加工時間依存性

図 6 は PCVM の加工時間の増加に伴う

CVD-SiC 表面の粗さ（Sq）の変化を示す．プラ

ズマエッチングは等方的であり，CVD-SiC にお
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ため，PCVM 加工時間の増加に伴い，加工後の
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我々が提案したPCVMとPAPの二段階加工プロ

セスの有効性を確認するため，ダイヤモンドラッピン

グした CVD-SiC 表面に対して，PCVM と PAP の適
用を行った．図 7（a）は 48 時間ダイヤモンドラッピ

ング（平均粒径：5-15 μm）した CVD-SiC 表面の

SWLI 像を示し，多数のスクラッチが導入されている
ことがわかる．また，これまでに得られた単結晶 SiC
のダイヤモンドラッピングの結果を考慮すると，厚さ

が約 100 nmの加工変質層が導入されたと考えられ

る 7)．CVD-SiC 表面におけるスクラッチの存在は金

型の表面粗さに大きく影響し，加工変質層の存在は

金型の耐久性の低下の原因になると考えられる．
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試料にはグラファイト基板上に CVD により成

膜した(111)高配向の多結晶 SiC 基板を用いた．

SiC の膜厚は約 10 μmである．図 3 に CVD 成長

面の SEM 像と X 線回折パターンを示す．SEM 像

より，用いた試料は粒径約 0.5-1.0 μmの結晶粒が

集積し，さらに 5 μm程度の構造を有することが

分かる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４   CVD-SiC 表面の SWLI 像（ a）研磨前

（Sz:4643.5 nm, Sq: 621.0 nm），（b）2 時間

CMP 研磨後（Sz: 3517.0 nm, Sq: 457.1 nm），

（c）7 時間 CMP 研磨後（Sz: 2571.1 nm, Sq: 
312.8 nm） 

比較実験として，従来のダメージ層を除去する研
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スクラッチと加工変質層を完全に除去するため，

加工変質層の深さ及び PCVM の加工レートを考慮

して，5 分間の PCVM 加工を行った．図 7（b）は
PCVM 加工後の表面を示し，前述のように，スクラッ

チと加工変質層の除去に伴い，表面粗さは 1.16 nm 
Sq から 2.93 nm Sq まで悪化した．PCVM 加工後の

表面に対して，レジンボンドのセリア砥石を用いて 3
時間 PAP 加工して，ダメージフリーな表面仕上げを
行った．図 7（c）は PAP 加工後の表面を示す．表

面粗さは 0.69 nm Sq まで向上し，スクラッチフ

リー，ダメージフリーかつサブナノメートルオー

ダの表面粗さを有する平滑な CVD-SiC 表面を得

ることに成功した． 

図 7 CVD-SiC 表面の SWLI 像．（a）ダイヤモンド

ラッピング後（Sz: 24.86 nm, Sq: 1.16 nm），

（b）5 分間 PCVM 加工後（Sz: 20.92 nm, Sq: 
2.93 nm），（c）3 時間 PAP 仕上げ後（Sz: 4.41 
nm, Sq: 0.69 nm） 

５．まとめ

CVD-SiC に対して，PCVM によるスクラッチ

と加工変質層の高速除去，そして PAP による表

面のダメージフリー仕上げの二段階加工プロセ

スの適用を行った．PCVM による CVD-SiC の加

工速度は約 14 μm/hであり，加工時間の増加に伴

い，表面粗さが悪化することを確認した．ダイヤ

モンドラッピングにより導入したスクラッチと

加工変質層を 5 分間の PCVM 加工によって除去

し，その後，3 時間の PAP 仕上げ加工を行うこと

で，表面粗さを 0.69 nm Sq まで改善し，スクラ

ッチフリーかつダメージフリーな表面を得た． 
以上の結果より，CVD-SiC に対して PCVM と

PAP を融合する二段階加工プロセスの有効性を

実証した． 
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