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プロジェクト実施体制（平成 19 年度実施方針から引用） 
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「極端紫外線（EUV）露光システム開発プロジェクト」 

（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
国際的競争を見据えた半導体産業の将来を左右する中核技術に係わるプロジ

ェクトであり事業目的の妥当性は高い。獲得した成果は、技術開発障壁は非常

に高く海外に遅れてスタートしたにも拘らず充分に比肩できるレベルに到達し

ており、明るい出口を示した意義は大きい。特に、高出力化に係わる難関技術

の開発は予想を上まわる成果を出している。これは適切な研究マネジメントお

よび第 1 級の研究者の結集の賜物による。実用化には、集光系のコンタミネー

ション対策やレジスト開発など大きな課題が山積するが、本プロジェクトの成

果が大きく寄与することが期待される。尚、実用化となると一番悪い所で全体

の性能が決まることから重要課題の整理と解決に邁進してほしい。実用化の観

点からビジネスモデルの検討や活用面を含めた広い分野での連携強化は重要で

ありその実行も望まれる。 
 

２）今後に対する提言 
実用化の成否は今後の２～３年の研究開発の進展状況によるものと予見され

るが露光装置メーカー等の民間の自主開発のみに任せていては高額な予算が必

要なことからも成功は期待できないので NEDO による重点的な加速支援が必

要である。具体的には、光源が実用化の域に達していない。高出力に加えて集

光ミラーの寿命は重要である。背反する要素があるが重要な課題でありこの点

の開発は不可欠であるので後続プロジェクトの「MIRAI3」における取組みは

時宜を得たものである。また、今後の NEDO からの資金投入においては実用

化、事業化を促進する観点から、光源方式の選択、競争領域に踏み込むため資

金の使途の柔軟性の確保、レジスト等民間の自主的開発事項との連携を機能さ

せる体制構築などが望まれる。獲得した成果を露光装置メーカーに集約して露

光装置としての完成度を上げることが重要であり、さらに、世界に先行して露

光システムとしての総合評価に繋ぐために IDM（ Integrated Device 
Manufacturer)の参画によるデバイスとしての評価を可能とする体制（つくば

半導体コンソーシアム）が構築されており、今後、広範な連携が期待される。 
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２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 

高度情報化社会の発展の鍵を握る半導体の微細化の極限を追求するものであ

り高度情報通信機器・デバイス基盤プログラムへの寄与は大きい。そして、実

用化には多様な高度の要素技術が必要となるため開発投資は巨額となり民間企

業のみでは対応が困難であるため、NEDO の事業としての妥当性は高い。また、

本技術分野の開発競争は日、米、欧の３極構造になっているが、欧米の緊密な

連携に対して我が国の衆知を結集する意義は大きく事業目的の妥当性も高い。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
海外の研究動向を踏まえた重要な要素技術に係わるおおむね妥当な目標が設

定されており、研究開発計画もほぼ妥当であった。我が国の多数の関係企業の

参加を得て適切な企業や法人にて構成すると共に２種類の光源方式相互のバラ

ンスを取りつつリソグラフィ技術としてまとめる妥当なマネジメントがなされ

た。半導体産業を見据えた総合的な見地からの優れたプロジェクト管理と評価

できる。また、競合するデバイス素子メーカー間、光源と露光装置メーカー間、

さらに文科省プロジェクトとの連携の推進、MIRAI、Selete 等との協力開発は

高く評価できる。更に、SFET による露光実験やレジスト評価、光源の高出力

化を図ったことは、情勢変化への対応として評価できる。しかし、現状は関連

する周辺技術の開発状況からも量産用手段とは言い難い状況であり、今後、光

源方針の総括や高出力化に伴う各種設定目標の妥当性の再検討などより実用化

を意識した計画や目標の改訂が必要である。刻々と変化する半導体産業を取り

巻く状況を踏まえて、露光システムの範囲に止まらず半導体分野の総合的施策

が望まれる。 
 

３）研究開発成果について 
個別目標値を概ね全体的にクリアしている。獲得した成果は世界的にも最高

水準に到達しておりその意義は大きい。特に、元々非常に難しいと考えられて

いた光源、反射投影光学系などについて大きな進歩をもたらした点は高く評価

される。早期に量産機へつなげることや要素技術の他分野への活用による大き

な市場創造が期待され、投入された予算に見合う成果を得たとも言える。知的

財産権の取り扱いは、差別化可能な優位な要素技術については特許権を取得す

るなど概ねは適切であったが、権利網の構築化や秘匿化など戦略的な活用に留

意されたい。成果の普及には、早期に、フルフィールドにわたってハーフピッ

チ 32nm のパターンをまずまずの時間で転写できる装置を供給することで

EUV の実用性をアピールすることや広く一般の国民に向けた情報発信が必要

と考えられる。 



 

8 

４）実用化、事業化の見通しについて 
光源方式を一本化することは出来なかったが、EUV 露光システムの優位性

を向上させた。集光ミラーの寿命が露光システムの成否を左右すると考えられ

デブリ除去技術の確立など実用化には重要な課題があるが、実用化へのストー

リーはおおむね明確であり、ニーズも高く納得のいくものである。承継される

NEDO 事業（「MIRAI3」）によって実用化が促進されることが期待される。ま

た、本プロジェクトで開発された要素技術が関連分野において他の種々な最先

端技術の開発に寄与していることから、大いに波及効果が期待出来るものであ

る。尚、実用化・事業化には、早期に実際の製品として具現化することが重要

であるため今後の進展状況を注視して、必要性に応じた成功へのシナリオの修

正を行うマネジメント体制の構築が必要と考えられる。また、本プロジェクト

の成果を PR して遅れ気味である周辺技術の開発を加速する必要性も高い。 
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個別テーマに関する評価 

 
個別テーマ名 成果に関する評価、実用化等に関する評価、今後に対する提言 

LPP 方式による光源技術 
 
「高出力・高品位 EUV 光源

技術および EUV 光源評価技

術の研究開発」 
「集光ミラー汚染・損傷評価

技術および集光ミラー汚染・

損傷防止技術の研究開発」 

YAG に代えて CO2 レーザ使用を考え、高出力化と低価格化を同時に実現したこと

が最大の成果である。ターゲットを Xe から Sn に変えることで効率を改善して 50 W
の目標を達成した。また、KrF エキシマレーザと Xe ジェットの組み合わせで SFET
用１次光源を提供したことは評価できる。さらに，磁場制御によるミラー汚染・損傷

防止対策技術の優位性は高く海外との競争において非常に重要な技術と評価できる。

終了時点で、ドロップレット発光実験データが欲しかったが、今後の実用化に期待し

たい。今後、集光点パワーの正確なシミュレーション・測定、集光角を広げた時の Sn
デブリ対策、EUV 出力のばらつき抑制、EUV 強度が実用値に達したときの中性粒子

の影響も含めたミラー劣化や連続長時間運転時の評価によって問題点を抽出して量産

目標を達成することが重要である。また、作成した特許マップを元に知財戦略を明確

に、かつ強力に進める必要がある。量産装置を考えた場合、本 LPP と次のテーマであ

る DPP との選択についての検討が望まれる。 

DPP 方式による光源技術 
「高出力・高品位 EUV 光源

技術および EUV 光源評価技

術の研究開発」 
「集光ミラー汚染・損傷評価

技術および集光ミラー汚染・

損傷防止技術の研究開発」 

スタナンガスを用いた DPP を導入し、コレクターミラーの汚染軽減技術とクリーニ

ング技術の開発によりミラーの寿命 5.7 GShot を得た。また集光点出力でも、最大の

出力 19.7W を得て、さらに回転レーザ融合型 DPP で発光点 790W の最大出力を得て

拡張性を実証した。また SFET の２次光源として、z-ピンチ Xe ガス、固定電極 DPP
を導入したことは評価できる。高出力化の新しいコンセプトを提案できたことは意義

が大きく期待出来る。しかし、回転レーザ融合型 DPP での実証実験が無いのは残念で

ある。いち早く実証データを示す新プロジェクトでの実用展開が期待される。また、

独自技術を開発し、シミュレーション技術が良い結果を示しているが、高 NA の場合

には、エタンデュの意味を正しく共有化しておく必要がある。今後、デブリ対策や Sn
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の連続的供給技術の開発が不可欠である。また、回転電極の消耗の評価や交換寿命の

検討を早めに行うべきと考える。コレクターミラーの国産化も課題である。前項でも

述べたように、量産装置を考えた場合、本 DPP と前のテーマである LPP との選択に

ついての検討が望まれる。 

装置技術 
「EUV 露光装置用非球面加

工・計測技術の研究開発」 
「EUV 露光装置コンタミネ

ーション制御技術の研究開

発」 

形状、うねりをイオンビーム加工で行い、極めて高い鏡面加工技術を実現し、所定

の性能を得ている。この結果は実際に SFET に適用され成果が得られた。粗さ対応と

してエラスティックエミッション加工を検討し、高速の実用研磨装置を作製、現在、

立ち上げ中である。また、最も難しいと想定されたキャッピング技術による酸化防止

や、カーボン付着制御・除去技術等に新規な技術が創出され画期的である。本プロジ

ェクトを可能にする加工、計測法として十分な役割を果たした。今後、実際の投影露

光光学系に組み込んだ後、ミラー精度と解像性やパターン位置精度などとの関係がし

っかり把握されることを期待したい。コンタミ制御に関しては、ここで得られた制御

技術を実用装置に即した形で適用する必要がある。また、形状の目標値については、

要求仕様が高まっている可能性があり、適宜対応する必要がある。 

小フィールド EUV 露光装置

（SFET）の光源・投影光学

系の試作および性能評価 

未だ開発段階にある光源、露光装置、レジストを動員して短期間でシステムを構築

し、24 nm を解像した。画角が小さいとはいえ、全体システムとして機能し、EUV 各

要素技術の統合実証、レジスト露光データフィードバックおよび露光実験ツールとし

て有効に活用され、微細パターン可能性を実証する役目を果たした成果は大きい。EUV
露光技術実用化の加速に大きく役立ったと判断する。またフレアーの評価、面加工の

効果を実機で評価できたことなど成果は大きい。各種パターン寸法のドーズ依存性、

フォーカス依存性、ED ウィンドゥの大きさ、パターンの断面形状、コーナーの丸み、

線端の変形、OPC とパターン形状との関係、多層レジストにする時のパターン変換差

などを十分に検討すべきである。量産機の課題抽出にはまだ程遠いと考えられ、継続

して加速評価することが必要である。今後の成否はこれによる課題抽出と適切なフィ

ードバックにかかっている。またそれを加速するためにも光源高出力化も必要である。 
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EUV リソグラフィ用レジス

トの評価 

レジスト材料の開発は露光装置の高解像化と同等に重要である。現状 2～3 倍の高感

度化を図り、フォトリソプロセスのトータル性能を上げることが必須である。将来に

可能性ある分子レジストに注目した点は理解できる。30nm 以細が可能となり一定の成

果を収めた。開発方針と手法が明確であり、今後の開発の方向性と課題を明確にでき、

レジスト基本開発やコンセプト検証には EUV 露光装置の実用化の加速として大きく

役立った。目標としている 45nmhp は達成している。しかしながら、EUV 露光技術と

して将来期待される 28nmhp パターンまで解像できたとしているが、生産適用という

見地からはレジスト倒れ、LER などにまだ課題が残る。ここではレジスト評価が目的

であるが，危機感を持ってレジストの開発とパターン形成プロセスの研究を加速すべ

きと考える。また、EUV 露光技術が実用になる時期を考えて、民間の自由研究も含め

分子レジスト以外の開発が期待される。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.6

2.6

2.4

2.7

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．事業の位置付け・必要性

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.7 A A B A B A A

２．研究開発マネジメントについて 2.4 B A B A B A B

３．研究開発成果について 2.6 B A B A B A A

４．実用化、事業化の見通しについて 1.6 C B C B C B B

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
＜判定基準＞ 

 

 

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・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

(2)研究開発マネジメントについて (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

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D


