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制度名 ニューサンシャイン

計画 
事業名 SF6 等に代替するガスを利用した電子デバイ

ス製造クリーニングシステムの研究開発 

事業の概要  シリコンＬＳＩ等の電子デバイス製造において用いられるプラ
ズマを利用したＳｉＯ２あるいはＳｉ３Ｎ４等、絶縁膜の化学的気相
堆積法（ＣＶＤ）工程では、ＣＶＤを行う毎に堆積装置内壁等に付
着した堆積物を、ＳＦ６、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）等のガ
スを用いたプラズマクリーニング工程により取り除いている。これ
らのガスは地球温暖化係数（ＧＷＰ値）が大きく温暖化効果が大き
いため、気候変動枠組み条約京都議定書において削減対象物質とさ
れたものである。わが国の半導体産業の競争力を向上させつつ、電
子デバイス製造工程からの温室効果ガス排出量削減のために、地球
温暖化効果等の環境負荷の少ない代替ガスを用いたクリーニング
効率・省エネルギー性の高い、プラズマＣＶＤクリーニングプロセ
ス・システムの開発を行う。従って、開発された技術は、必要最小
限の変更で既存設備・システムへの適用・展開が可能である等、現
実の半導体製造ラインへ適用されることを優先し、産業競争力拡大
に資することをねらう。 
 
 

1.国の関与の必要性・ 
制度への適合性 

 京都議定書(ＣＯＰ３，1997 年 12 月)に基づく我が国の対応とし
て、ＳＦ６、ＰＦＣ等の温室効果ガスの排出量削減に寄与する技術
開発推進が社会的、技術的に必然と認識されるに至った。その認識
の変化に対して急速に対応し、先進の米国、追い上げるアジア諸国
（韓国、台湾、中国）に対してもリーダシップを発揮するために、
わが国独自の技術を短期間に開発することが必要であった。独自技
術を短期間に開発するリスクの大きさと、この開発が複数の産業界
にまたがる共通基盤技術開発でもあったことにより、産業界の連携
を加速するために国の関与が必須であった。 
 
 

2.事業の背景・目的・ 
  位置付け 

 1997 年当時、半導体製造工程からの温暖化ガス排出抑制に関する
開発で米国は日本に３～４年先行していた。そこで、わが国の半導
体技術者を中心に調査研究が行われ、米国とは異なって、温暖化係
数（ＧＷＰ値）の小さいガス材料を追求して排出抑制の方策を探る、
わが国独自の新代替ガス技術開発実施計画が企画立案された。これ
が本プロジェクト設定の基本計画書に反映され、プロジェクトの起
点となった。 
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３．事業の目標 
  （全体目標） 

 地球温暖化効果等の環境負荷の少ないＣＶＤクリーニング用ガ
ス（現在使われているクリーニングガスと比較して著しく低く、排
出ガスの環境負荷指標がＣＯ２換算比較大幅に削減されるもの）の
開発、及びそれを用いたクリーニング効率・省エネルギー性の高い
プラズマＣＶＤクリーニングプロセス・システムの開発を目指す。
また、開発された技術が必要最小限の設備投資と、材料投入で目的
をはたし、現実の半導体製造ラインへ適用され、製品競争力はもと
より、ＬＣＡ的に判断しても有意性を有するものであること。 
 
 

４．事業の計画内容 
   (単位：百万円) 

H10fy H11fy H12fy H13fy H14fy 総 額 
(5 年間) 

  一般会計         
  特別会計（電特）         
  特別会計（石特）                     
  特別会計(エネ高)   515   600   616   400 370   2,501 
    総予算額（計）    515    600    616    400 370   2,501 
      

省内担当
原課 

商務情報政策局情報通信機器課、産業技術環境局研究開
発課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
委託先 (財)地球環境産業技術研究機構 

再委託先 茨城大学、アネルバ株式会社、セントラル硝子株式会社 

研究開発体制 
 

共同研究
先 

独立行政法人産業技術総合研究所つくば中央第５事業
所 フッ素系等温暖化物質対策テクノロジー研究セン
ター 

５．実用化、事業化の 
  見通し 

 代替ガスシステムの開発・実用化には、基礎研究期間５年と実用
化研究期間 2～3年を考慮し、７～8年を要すると考えられ、生産ラ
インに適用できる技術が産業界で確立されるのは2005年以降。2010
年には 1/2、その後順次置き換えが進行して行くものと考えられる。 
 

６．今後の展開  平成 14年 12 月のセミコンジャパンでは、国内ガスメーカ３社が
ＣＯＦ２ガスおよび関連機器を出展し、デバイスメーカにおいでも
実証試験の検討が始まり、実用化への展開が進みはじめたと考えら
れる。既存設備を有効活用する本技術が、わが国の半導体産業拡大
強化に資する形で実用化時期を加速することを期待する。 
 

７．中間・事後評価  中間評価（平成 13年度）結果を踏まえ、基本計画の一部を変更。
平成14年度はＣＯＦ２を中心とした代替ガスシステムの安全性評価
および安全使用システム開発に研究の重点を移した。 
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８．研究開発成果 A) 低 GWP 値代替ガスＣＯＦ２での代替ガスプロセスシステム提案 
  を行い、実機レベル試験機、ならびに量産機（ＣＣＰ標準 
  方式）で大幅な温室効果ガス排出抑制とクリーニング性能の 
  連続処理安定性を確認。 
B) 温室効果ガスの排出抑制 
C)  省エネルギー性に関する研究 
D)  ガス製造とコストに関する調査研究 
E)  ガス使用安全性に関する調査研究、ならびに安全使用 
  上の指針作成 
F) 既存、新規他各種材料の総合評価の結果、ＣＯＦ２代替ガス 
  システムの優位性を確認 
G) 本プロジェクト成果であるＣＯＦ２代替ガスシステムに対して 
  LCA 評価を実施し、総エネルギーの観点から見た 
  LCA 上の優位性を確認 
 
 新聞発表：４件、特許出願：１６件、論文投稿：８件、 
 誌上投稿：８件、口頭発表：国内５１件、海外２３件． 
  
基本計画の変更 平成 14 年度に中間評価結果を踏まえ改定。 
変更内容 平成14年度はCOF2を中心とした代替ガスシステ

ムの安全性評価および安全使用システム開発に
研究の重点を移した。必要最小限の設備投資、変

更で温室効果ガス排出抑制が実行できる本プロジ

ェクト成果の優れた特徴がより明らかになってきた

ことから、最終年度は、本技術が産業界で真価を

発揮すべく、多数の国際会議、展博、国内、国外の

学会、2 回にわたるプロジェクト成果報告会の実

施、新聞発表等、成果ＰＲを重点的に進めた。 

 

９．情勢変化への対応 

評価履歴 事前評価(なし) 中間評価（技術評価委員会分
科会）  プレ最終評価（なし） 

10. 今後の事業の方向性  セミコンジャパン（平成 14年 12 月）に国内ガスメーカ３社がＣ
ＯＦ２ガスおよび関連機器を出展し、デバイスメーカにおいても実
証試験の検討が始まり、実用化への展開が進みはじめたと考えられ
る。プロジェクト成果の実用化に向けたバックアップ体制の維持に
加え、プロジェクトにおいてえられた知見等を基礎にしたフィージ
ビリティー研究のために、民間による新ＦＳセンター設立が準備さ
れつつある。このような産業界の自主的行動と連携しつつ、更なる
国の産業活性化支援策を期待したい。 
 

作 成 日 平成 15 年 3 月 11 日 
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「SF6等に代替するガスを利用した電子デバイス製造 

クリーニングシステムの研究開発」 

（事後評価）評価概要（案） 
 
１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 

COF2という有効な代替ガスを見出し、安全性等を踏まえたプロセス開発を推進
し、即効性において意義のある結果が得られていて、不況下での技術としてはうま
くマッチングしている。また、中間評価に基づいてある程度の解を見出したことは
評価できる。特に、安全研究は急遽立ち上げたにもかかわらず、よく対応したこと
を評価できる。 
その一方で、既存ガスを選定したにすぎないとの懸念が残り、本来の主たる目的
である新規性・革新性に関しては、それらの根幹である（１）新物質による、（２）
新プロセス開発のうちで、後者に係る開発に止まり、大幅な技術革新は実現されて
おらず、従って大幅な進歩や他分野への波及効果が生じるような新技術の可能性は
期待できない。また、参画研究員がプロジェクト・リーダーの下、一丸となって研
究開発に取り組むと言う姿勢に乏しい。研究員から様々な意見が出ることは理解で
き、大いに議論すべきではあるが、リーダーが最終決定者であることを共通認識に
もって対処すべきである。 
 
２）今後に対する提言 

CVD、エッチング等の原料ガスの開発は、プロセスの性能を支配する極めて重
要な因子であり、また、地球環境問題対策の一つとしても今後も本プロジェクトの
ような原料開発を継続的に検討すべきである。しかしながら、検討結果の羅列では
意味がなく、最適ガスを開発する方法論の検討を科学的に進めることが重要である。 
今後、最も期待されるクリーニングガスシステムとしては、F2 の利用であると
考えられるが、その技術開発に関してはその取り扱いに関するブレークスルーが必
要である。現在、オンサイトフッ素発生装置が開発されつつあり、その技術と連携
しつつ次のプロジェクトとして検討してほしい。 
プロジェクトの運営管理においては、各企業からの集合体ということもあってプ
ロジェクトリーダーのコントロールが効かない面もみられた。本プロジェクトのよ
うな集中研究では、最適なプロジェクト運営を行うために、是非、実施者側の指示
命令系統、意思の疎通、研究開発におけるプロジェクトリーダーの権限等を十分に
検討すべきである。 
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１．２ 各論 
１）事業の目的・位置付けについて 
京都議定書の目標に適う地球温暖化問題対策は、半導体工場でも切実であり、パ
ーフルオロカーボン（PFC）の使用削減は急務かつ必要・不可欠である。原料ガス
は CVD、ドライエッチング等のプロセス性能を左右する重要な因子であり、代替
ガスに焦点を当てた本プロジェクトの目的・位置付けは適切である。また、このよ
うな物質の探索は、公共的あるいは国家的規模の取り組みでしか確立し難い研究で
ある。 
その一方で、本プロジェクトはプラズマ CVD装置用のクリーニングガスだけを

対象にしており、それが他プロセスを含む全プロセスに対して占める割合は半分程
度では疑問が残る。これからますます多種多様化する薄膜材料に対応した新規クリ
ーニングガスの開発の必要性を考慮していないのは問題である。 
また、最終的にこの技術が産業化されるための具体的なシナリオも提示すべきで
ある。経済状況の悪化という社会情勢があったため、即効性に重きを置くのは止む
を得ない面もあるが、新規性・革新性にもっと重きをおくべきである。新規性・革
新性のある技術の芽を見つけていただけに、惜しまれる。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
中間評価に基づいて、新規代替ガスを COF2に絞り、安全性の確認については若

干不安が残るものの、安全性の確保や実機実証調査研究を強化し、加えてボンベの
耐久性や COF2の製造コストの検討までも行い、現在稼動している CVD装置にそ
のまま適用可能な状況にまで開発できたことは評価できる。 
しかしながら、最終報告の席上において、各グループリーダーの意見とプロジェ
クトリーダーの意見に相違が見られる等、意志の不統一が目立ち、プロジェクト全
体として見解が不明瞭に思われる点があった。代替物質の探索グループとプラズ
マ・クリーニング研究グループとの調整に難点が多く、対象物質を絞り込むのに時
間を掛け過ぎている。両グループに対しては最終出口を先に提示した方が課題を円
滑に遂行できたように思われる。 
 
３）研究開発成果について 
地球温暖化抑制効果が高く、クリーニング特性に優れたガスである COF2を見出

し、それを用いたクリーニングシステム実現に必要な開発研究をほとんどクリアー
しており、十分に評価できる。しかも、これを汎用性、普遍性、誰でも使いたいと
いう材料にする課題は、ナショナルプロジェクトとして理解できる。 
しかしながら、今後この成果が問われるのは、競合（米国）技術に対する優位性
である。わが国においても、米国技術を企業化しようとの動きがあり、それと比較
した場合、本プロジェクト成果の PR、優位性の主張、啓蒙等は十分とは言えない。
また、COF2を見出すにいたった経緯をもとに、今後同種のガス開発を行なう際の
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指導指針・原理も導出すべきであった。おそらく今後は COF2を越える代替物質や
代替技術に取り組むであろうが、平成 10年から 5年間という本研究の経緯を例と
してみると、研究計画と実行の手法に一つの教訓がみえる。すなわち、代替物質を
スクリーニングする研究グループとその結果の物質でクリーニング試験を行うグ
ループとのキャッチボールの方法である。COF2に最初から目処があるのなら、ま
ず COF2で出口までに見える一連の成果を出すべきである。これを迅速に行ってい
れば、次の段階の代替物質とそれを用いたエッチングが見通しできた筈であり、こ
のプロジェクトは期間内にさらにレベルアップした成果も得られたと考えられる。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 

COF2を利用したクリーニングシステムに関しては、実際の半導体製造のライン
においてフィールドテストを相当期間行なう必要はあるが、現在稼動中の平行平板
型の CVD装置にそのまま利用でき、実用化の見通しは明るい。企業との話し合い
が開始され、ガス業界での事業化も始まっており、評価できる。 
その一方で、C2F6 と比べてエッチング速度が同等あるいは２割増し程度で、ど

のような装置に対しても COF2 は高い効果があるか否かは論理的に実証できてい
ないので、使用実績のないクリーニングシステムが利用者にどの程度受け入れられ
るかは不透明である。利用者に地球温暖化抑制効果の意義を浸透させる努力が、今
後の実用化においては重要的な課題であろう。そのためには、今後も引き続き、
COF2を使用する立場にある企業に個別に説明し、その意見等を聴取分析する必要
がある。 
 
 



 

 成果に関する評価 
代替クリーニ
ングガスの探
索と評価 

既存物質ではあるが、対象物質として地球温暖化
係数（GWP）と効率が優れた COF2を見出したこ
とは評価できる。また、新規物質である F3NOを合
成し、それよりも COF2が優れていることを明確に
したことも成果である。さらに、F2 の特徴とその
有効性を指摘しており、仮に競合技術として F2を
想定するとそれは標準化できる要素を持つように
思われ、評価できる。 
その一方で、COF2は意外性のない化合物であり、
これが今後のスタンダードな技術に成りうるか否
かには不安が残る。また、新規ガス探索方法論の構
築が極めて不十分であったため COF2 に至るまで
に時間が掛かり過ぎたばかりでなく、このような大
がかりなプロジェクトに期待したいことが十分な
アウトプットとして出てきておらず、残念である。 

COF2
び効率が
ンするだ
果の意義
性に関し
その面を
は着いて
しかし
か、実用
続き、実
置を用い
術との比
でのテス
実用化に
である。

プ ラ ズ マ
CVD 装置で
の実証評価 

COF2の性能は十分要求事項が満足するものであ
り、プラズマ CVD装置用クリーニングとして実用
性が高い。地球温暖化対策としては効果があるの
で、特に、その観点からは評価できる。エッチング
速度、エッチング効率、温暖化ガス排出量等におい
ては C2F6等と比較して優位性は明確である。 
しかしながら、この技術は、F2や NF3に比較す
ると、必ずしも優位ではない。新規性・革新性に乏
しく、結果として COF2 という既存物質を選んだ
ためにプロセス上の改善に限定され、大幅な進歩や
他分野への波及効果が生じるような新技術となる
可能性は期待できない。エッチング速度のデータは
主として酸化膜（あらかじめ別なプラズマ CVD装
置によって堆積させておいた酸化膜）を用いたもの
で、実際のクリーニングとは事情が異なる。実際に
はフレーク状の堆積物あるいは SiC 成分や有機物
を含む膜のエッチングが必要である。また、クリー
ニング直後の製膜特性への影響も評価すべきであ
る。シリコン酸化膜の場合には、フッ素の混入によ
る誘電率、屈折率などの変化も評価すべきであっ
た。 

現在稼
ガスをド
は高く評
しかし

速度の増
するイン
リコン酸
マテリア
っている
説明して
なテスト
り、この
らに厳密
の意義を
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要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価    

実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
は、クリーニング性能、地球温暖化係数（GWP）およ
優れており、現在稼動中の CVD 装置にドロップ・イ
けで利用可能であるので、利用者が地球温暖化抑制効
を理解すれば、実用化されるものと考えられる。安全
ては、競合技術の F2よりも高い点が評価されるので、
強力に主張すれば業界の賛同は得られ、工業化の目処
くるであろう。 
、今後の多様化するプロセスにどこまで対応できるの
可能な適応範囲を明確にする必要がある。今後も引き
際の半導体製造ラインにおいて稼動している CVD 装
てフィールドテストを長期間行い、既存技術、競合技
較を行なってデータを蓄積すべきである。CVD実験機
トでは一面的な結果しか得られず、また、既存装置で
対して合格か不合格かのみを議論するだけでは不十分
 

プラズマ気相化学反応はまだ解らないことが多い状況にあ
る。このような大がかりなプロジェクトであれば、まず、既存
反応プロセスの反応機構解析を十分に行い、反応の素過程の解
析、素反応速度データのデータベース化等、新しいガス開発に
対して重要な判断基準を与える汎用性のある情報を目指すべき
である。特定の目的のためだけにガスの性能評価を行なった結
果を羅列するだけでは、新しいガスの開発・創製へのアイディ
アは出てこない。 
また、NEDOのプロジェクトの場合は、材料開発それ自体で
自己目的化するのではなく、材料が利用される出口を明瞭に認
識して開発への取り組みを徹底すべきである。COF2は現在稼動
中の CVD装置クリーニング用代替ガスで、新しい CVD装置に
変更する際には、F2ガスを用いたクリーニングシステムが競合
技術となると思われる。早急にその技術開発にも取り組むべき
で、それが新技術の開発に繋がるものと考えられる。 

動中の CVD装置を大きく改造することなしに、COF2
ロップ・インできることから実用化の見通しに関して
価できる。 
、従来の PFCガスに比較して２割程度のクリーニング
加では、使用実績のないクリーニングシステムを採用
センティブには乏しい。また他の膜種（フッ素添加シ
化膜）に対する評価も必要である。また、アプライド
ルズ社の P-5000 でのテスト結果は評価の基準が異な
。異物の評価等に関しては、従来のガスに遜色ないと
いるが、実際の効率に関しては不明である。このよう
は評価基準を実験機に合わせて行なわれるべきであ
評価結果では満足できない。限界はあるがテストをさ
に行なうとともに、地球温暖化対策効果を宣伝し、そ
利用者に浸透させる努力が必要である。 

COF2 というガスに着目し、実際の操業レベルでの連続実験
等、実用化に要求される項目を着実に評価した点は評価できる
が、本プロジェクトで取り扱う範囲であるかどうかは疑問が残
る。今後は、実用化に即したフィールドテストの手法を検討し
て欲しい。また、新しい CVD装置へ変更されるまでに、次のタ
ーゲットとして、オンラインフッ素発生装置を装着した実機で
の実証実験の検討も望まれる。 



 

 成果に関する評価 
COF2 ガスの
実用化安全シ
ステムの開発 

COF2ガスの取り扱い上の安全性、ボンベの耐久性の検討、セ
の開発等、広範な視点からの安全システム開発や危険性評価が行
ており、高く評価できる。また、COF2と SiF4の燃焼範囲等の実
重なデータが得られている。現場での安全性はさらに多くの検証
あろうが、NEDO の研究としてはこれでひとまず完結したと考
る。 
その一方で、使用素材、金属材料、容器内安定性は、現状の追
にすぎない。また、ガスの供給側、使用側のインターフェイスを
うにするのか等、全体の責任をガスの供給側あるいは使用側のい
どのように取るかが実用化上の課題となりそうである。 
特に安全性の問題は、単に実験結果がよかったからといって解
るわけではなく、１回でも異常値があれば、誤差として粗略に扱
なく、その原因を究明する努力を続けて欲しい。 
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実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
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除害方法、COF2 の物性データ等、実用化にむけて考
えられる実験を行なって安全性を可能な限り確認してい
る。現在のところ実用化にはかなり時間が要しそうだが、
将来の競合技術となりそうな F2 との比較において優位
性が認められれば十分に可能性があるので、それを見出
す努力が必要である。 
また、１回でも不審な結果が得られれば、誤差として
扱ってはならず、その原因を解明すべきである。実用化
にあたっては、直ぐに解析できない問題もあろうが、そ
の場合には、実用化された後も、その真因を明らかにす
べく、粘り強く努力し続ける姿勢が重要である。 

ガスの危険性、有毒性等に関する評価、また、
その対策等は営利企業の開発では後手にまわされ
る部分であり、本プロジェクトで評価・検討する
ことには意義がある。安全管理等に関しては、実
践段階で具体例を見ながら考えていくわけであ
り、研究開発としてはこれで十分と思われる。 
その一方で、実用化における F2に対する優位性
を見出すことを目標に進めるべきであろう。 
しかしながら、事故は何時発生するかわからな
い。使用実績の少ない COF2を実用化する場合、
実証試験は十分に行う必要があることは勿論であ
るが、安全性に関しては、常に注意を喚起し、安
全性教育を徹底すべきである。「災害は忘れた頃に
やってくる」という諺を肝に銘じるべきであろう。
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1.2

1.5

1.0

2.0

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の目的・位置付け

平均値

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・位置付けについて 2.0 B B B B C A
２．研究開発マネジメントについて 1.0 C C C C D B
３．研究開発成果について 1.5 B B C C C B
４．実用化・事業化の見通しについて 1.2 B C B D D B
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
 
 ＜判定基準＞ 
(1)事業の目的・位置付けについて (2)研究開発マネジメントについて 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(3)研究開発成果について (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確に実現可能なプランあり →A
・実現可能なプランあり    →B
・概ね実現可能なプランあり  →C
・見通しが不明        →D

 


