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　40年以上、光リソグラフィ業界がよ
り強力でエネルギー効率のよいコンピ
ュータチップに向けて前進してきた背
景には有名なムーアの法則があった。
小型化を続けるトランジスタを製造す
る主要アプローチの1つは、光リソグ
ラフィの絶えざる短波長化に乗ずるこ
とである。最新の変化は、193nmもし
くは248nm DUV光からわずか13.5nm
極紫外（EUV）である（1）。この光を効
率的に生成する方法は限られている。
最先端にあるのは炭酸ガス（CO2）レー
ザでポンプするスズベースのレーザ生
成プラズマ（LPP）である。
　基本的な工学的課題の多くは解決ず
みであるが、このプラズマは所望の波
長では効率が低い。加えて、一旦発振

するとシステム損失なしに操作するこ
とが難しい。このため、ウエハ処理レ
ートを上げるためにプラズマに十分な
パワーを与えることが課題になってい
る。システムへの平均出力IR励起パ
ワーは一般的には20kWを越えなけれ
ばならない。パルス幅10nsでパルスエ
ネルギーは最高1J、これは従来のレー
ザアプリケーションでは滅多に要求さ
れなかったレベルである。
　適切な平均パワー出力を持つCO2レ
ーザで使えるものがあるが、これらは
所望のパルス形状が出せるように変え
る必要があるが、そうすると効率低下
につながる。実際的には、LPP EUVシ
ステムには、2つまたはそれ以上のハ
イパワー出力を多重することが求めら

れている。そのようなレーザパワーの
利用で課題となっていることは、光学
部品で従来の材料ソリューションが全
く不十分である、あるいは寿命が短い
ことである。加えて、プラズマ周辺の
環境に夥しいデブリが生じ、これが従
来の材料の性能をさらに制限する。

ダイヤモンドの特性
　ダイヤモンドは優れた特性を持つこ
とが以前から知られている。これは、
極めて強く結合した軽い炭素原子で構
成する対称的な立方格子から得られる
結果である。機械的なアプリケーショ
ンでは、主にその抜群の硬さが歴史的
に利用されてきた。しかし、そのセン
シング、熱あるいは半導体特性が活用
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EUVリソグラフィにおいてプラズマベース光源向けの赤外透過ウインドウは、
過酷な光学的、物理的な環境に直面しなければならない。高IR透過、大きな
力、不活性性によりCVDダイヤモンドはこの役割では群を抜いている。

CVDダイヤモンドIRオプティクスで
EUVリソグラフィが可能になる
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図1　光学グレードのダイヤモンド
の透過スペクトルを3種類の厚さで
示した。



できる領域でもダイヤモンドは利用さ
れてきた。1978年という昔から、ダイ
ヤモンドは光学部品に利用されてい
た。例えば、ダイヤモンドは波長透過
性が広く（図1）機械特性が優れている
ことから、パイオニア・ヴィーナス・オ
ービタ宇宙船でIR分光計のウインドウ
として利用された（2）。しかし、天然ダ
イヤモンドからは一般に光学部品に必
要なサイズが得られない、また工学的
ソリューションに必要な均一な品質が
得られない。
　LPP EUVアプリケーション向けのダ
イヤモンドの有用性を調べるには、ハ
イパワービームラインで使用されてい
る光学部品の主要な仕様をリストアッ
プするのがよい。①低吸収係数、②高
破壊強度、③高い熱伝導性、④低い熱
膨張係数（CTE）。表では、ダイヤモ
ンドの一部の特性と、通常使われるIR
光学材料セレン化亜鉛（ZnS）の特性と
を比較している。
　低い吸収特性は、光コンポーネント
の加熱を最小化する上で極めて重要で
あり、同様にシステム全体で光損失を
最小化する上でも重要である。ダイヤ
モンドはバンドギャップが5.45eVと広
い。これはダイヤモンドの短波長カッ
トオフが230nm付近であることを意味
する。また、結合の対称性により、材
料的にはマイクロ波領域までおしなべ
て透明である。結果として、ダイヤモ
ンドは広い波長範囲で優れた透過特性
を持ち、これにはEUVシステム強化

に使える重要波長の多くが含まれてい
る（3）。もちろん、多結晶ダイヤモンド
が使われることに留意すべきである。
多くの光学材料では、光学素子の多結
晶の特性のために利用が制限される。
しかし、ダイヤモンドの立方構造は、
膜の多様な結晶配向のパフォーマンス
への影響を最小化する。
　ダイヤモンドの2番目の重要な特性
は、その高い破壊強度である。光学部
品を大量の異なる圧力の仕切りとして
使うとき、この点が非常に重要になる。
支障なく圧力保持ができるように設計
された典型的なダイヤモンドウインド
ウは、ZnSでできた同等のウインドウよ
りも4倍以上薄くできる。相対的に高
いこの破壊強度によってシステムの総
吸収が少なくなることは明らかであ
り、競合材料に対してダイヤモンドウ
インドウのわずかに高い吸収係数を和
らげることになる（4）。
　このシステムの次なる重要パラメー
タは熱伝導性である。ウインドウで吸
収されたパワーは全て迅速にクーリン
グシステムに移してウインドウのピー
ク温度を最小限に抑えなければならな
い。熱レンズ効果によるパワーロス、
あるいは光学部品の破損につながるか
らである。この熱はバルクウインドウ
材料からだけでなく、コーティングか
らも来る。コーティングは、ウインドウ
そのものよりも吸収係数が高い。その
ため、実際的な重要性という点では、
低吸収よりも優れた熱伝導性の方が高
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CVDダイヤモンド（光学グレード） セレン化亜鉛

熱伝導性（W/mK） ＞2000 17
破壊応力（MPa） 350 50
レーザウインドウの典型的な厚さ（mm） 0.7 4
吸収係数@10.6μm（cm−1） 0.05 0.0005
熱膨張係数（ppm@300K） 1.0 7,1
ヌープ硬さ（GPa） 90 1

表1　ダイヤモンドとセレン化亜鉛の物理特性



い。ここでは、ダイヤモンドが抜きん
でている。結合の硬さと炭素原子の軽
さの意味は、光子が非常に高い振動周
波数を持つと言うことであり、デバイ
温度は2220Kと高い。アプリケーショ
ンは、これよりもかなり下の温度で動作
するので、フォノンの散乱はほとんど
ない。ダイヤモンドは固体の中では室
温で最も熱伝導性が高く、2000W/mK
を越える。これは、主要競合材料と比
べて2ケタ高い（図2）。
　最後に、ダイヤモンドの低い温度膨
張係数（CTE）は、光学技術者にとっ
ては極めて有用である。ダイヤモンド
ウインドウがわずかに加熱された時で
さえ、低CTEのためにウインドウの形
状はあまり変わらず、熱レンズも最小
限に抑えられ、競合材料に比べてビー

ム品質は大きく改善される。

合成ダイヤモンド
　パイオニア・ヴィーナス・オービタで
使用された天然ダイヤモンドが、ほと
んどの光学部品設計者にとってソリュ
ーションにならないことは明らかであ
る。自然界で天然グラファイトがダイ
ヤモンドに変換される条件をシミュレ
ートした結果から、50年以上にわたり、
高圧・高温（HPHT）技術を用いて合成
ダイヤモンドが製造されてきた。ほと
んどの量産HPHT材料では、欠陥内
容はほどほどに高い、例えば標準パー
ツでは一般に格子内の窒素は＞50ppm
で、これにより広い波長域で吸収が増
加する。結果的に、量産HPHT材料は、
材料の優れた硬さや耐摩耗性を活用す

るアプリケーションで一般的に用いら
れる。
　多結晶および単結晶ダイヤモンドを
製造する代替法−化学蒸着（CVD）−
は、過去15年商業的に成り立っている。
この工程では、気相炭素を数％レベル
で成長装置の水素に加え、マイクロ波
で加熱して2000K以上とすることで原
料ガスを分離する。これによって反応
性炭素を作り、これが成長するダイヤ
モンド層の一部となる。また、成長装
置には原子状態の水素ラジカルのフラ
ックスもでき、成長するダイヤモンド
を安定化し、形成された不純物はすべ
てエッチングで除去される。原料ガス
の注意深い制御と優れたシステム設計、
加えて厳しく制御されたプロセス条件、
これらにより最高純度のダイヤモンド
が製造可能になった。例えば、単結晶
ダイヤモンドの背景窒素欠陥レベルは
0.005ppm以下と計測されている。
　単結晶および多結晶光学ウインドウ
は両方ともこの技術を使って造られて
いる。現状では、最先端の光学グレー
ド多結晶ウインドウは、最大直径130 
mm、厚さ2mmを越えるものが製造可
能になっている。これらの多結晶ウイ
ンドウは一般的に、成長面のダイヤモ
ンド粒子は100μm程度、窒素含有量
＜0.1ppm、ボロン含有量＜0.005ppm
となっている。赤外光学アプリケーシ
ョンで最も重要なことだが、吸収係数
は1.06μmで＜0.07㎝−1、核生成面で
破壊強度＞800MPa、室温熱伝導性は
＞2000W/mkとなっている（5）。

材料加工用ダイヤモンド
　上に見たように、光学グレード合成
ダイヤモンドは新しい材料ではない。
過去20年にわたり、ハイパワーレーザ
向けのウインドウ材料として販売され
てきた。また、現在ではレーザシステ
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図2　5kWガウシアンビームをウインドウに通した時の2つのウインドウ材料の温度プロファイ
ルを示した。セレン化亜鉛（ZnS）（a）と光学グレードダイヤモンド（b）。（提供資料：エレメント
シックス社）



ムの通常部品として、例えば、マーキ
ング、溶接、シート金属の切断で用いら
れている（6）。合成ダイヤモンドウイン
ドウを採用したCO2レーザを使って切
断した何かをわれわれの誰もが所有し
ていることは大いにあり得る、自動車
では頻繁に使われている。
　こうしたウインドウは、マイクロエレ
クトロニクス製造の主要部品でもあり、
回路構造を作製する業界では何百もの
レーザシステムが稼働しており、これ
は代替手段では簡単にはできない、あ
るいはビジネス的に成り立たない。ソ
ーラパネルや再生可能エネルギー用の
電池製造用途でも主要部品になってい
る。重要な点は、これらのウインドウが、
他の部品と同様に特注品であるという
ことだ。最適化することができ、次に
は仕様通りに繰り返し製造できる。

ダイヤモンドの革新
　光学グレードダイヤモンドは、EUV
リソグラフィのシステムスループット向
上に必要な高い入力パワーを可能にす
る唯一の材料である。実際、既存の材
料グレードは、適切に設計されたコーテ
ィングとクーリングで、障害なく最高50 
kWの平均パワーを扱えるウインドウ
を形成するには十分であるといえる。
　EUVのさらなる課題の1つは、極め
て高品質の光学部品であり、これは波

面歪とビーム品質ロスを最小限に抑え
る限りで必要となる。ダイヤモンドで
できている一般的なCO2レーザ出力カ
プラは、1〜2λ（λ＝633nm）付近で平
坦性を持っているが、EUVシステム向
けのコンポーネントの平坦性要求仕様
は、それよりも広いウインドウでλ/2
と厳しい。反射光学系ではλ/30が要
求されるものもあり、そのように硬く
て化学的に不活性な材料の加工は極め
て難しい。エレメントシックス（Element 
Six）社は先頃、47nmアパチャーにわ
たりλ/20を上回る平坦性をもつウイ
ンドウを作製しており、製法はさらに
大きなサイズにも拡張できる。
　光学グレード合成ダイヤモンドは、
過去20年にわたりハイパワー IRレー
ザ領域（特に10.6μm）における開発で、
中核的位置を占めてきた。注目すべき
点は、ムーアの法則にしたがってデー
タとデータ処理への渇望に応える次世
代トランジスタを求める力は、少なく
ともパイオニア・ヴィーナス・オービタ
世代までは、合成ダイヤモンドに予想
外のチャンスと課題を与えてくれたと
言うことだ。ダイヤモンドの優れたパ
フォーマンスを要求する応用分野の数
が増えていることから、製造能力はす
でに急速に拡大しており、エレメント
シックス社は、UKとU.S.の工場で製造
能力を50％拡大したばかりである。
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