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(54)【発明の名称】高速剪断流による加工方法
(57)【要約】
【課題】

回転体を用いずに、制御された範囲及び分布

を有する一定の速度勾配以上の剪断流を被加工物表面に
沿って発生させることによって、加工槽の小型化、加工
液の有機汚染防止、流れの安定化を図り、更にギャップ
の制御が容易であり、加工液中の粗粒の影響による外乱
がなく、高品質の加工を高能率で行うことが可能な高速
剪断流による加工方法を提供する。
【解決手段】

超純水を主体とした加工槽内に被加工物

２と高圧力ノズル１とを所定の間隔を置いて配設し、被
加工物の表面近傍に高圧力ノズルから噴射した超純水の
高速剪断流を発生させるとともに、超純水の流れによっ
て被加工物と化学的な反応性のある微粒子を被加工物表
面に供給し、被加工物と化学結合した微粒子を高速剪断
流にて取り除いて被加工物表面の原子を除去し、加工を
進行させてなる。
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【特許請求の範囲】

発生させ、そして球体の場合には該球体を加工面全面に

【請求項１】

超純水を主体とした加工槽内に被加工物

走査して、加工面上の微小領域に形成されるポイント状

と高圧力ノズルとを所定の間隔を置いて配設し、被加工

加工痕を連続させて、全面を精密に自由曲面加工し、円

物の表面近傍に高圧力ノズルから噴射した超純水の高速

柱体の場合には該円柱体の軸方向を基準として所定角度

剪断流を発生させるとともに、超純水の流れによって被

傾斜した方向へ前記被加工物を相対的に平行移動させ、

加工物と化学的な反応性のある微粒子を被加工物表面に

又は前記円柱体を相対的に軸方向へ往復移動させ且つ被

供給し、被加工物と化学結合した微粒子を高速剪断流に

加工物を該円柱体の軸方向と略直交する方向へ相対的に

て取り除いて被加工物表面の原子を除去し、加工を進行

平行移動させて微粒子と加工面界面での相互作用により

させてなることを特徴とする高速剪断流による加工方
法。
【請求項２】

面加工を進行する超精密鏡面加工方法を既に提案してい
10

前記高圧力ノズルの噴出口が円孔である

る。つまり、これまでのＥＥＭでは、被加工物表面に対
向した回転体が作る弾性流体潤滑流れによって、被加工

請求項１記載の高速剪断流による加工方法。

物表面に粉末粒子を供給していた。

【請求項３】

【０００４】しかし、従来のＥＥＭでは以下に示すよう

前記高圧力ノズルの噴出口がスリット孔

である請求項１記載の高速剪断流による加工方法。

な問題点を有している。先ず、回転体と被加工物との間

【請求項４】

前記高圧力ノズルから超純水に微粒子を

の微小ギャップに一様な流れを作るためには、回転体の

分散させた加工液を噴射してなる請求項１〜３何れかに

周囲で発生する不要な流れが影響を与えないように加工

記載の高速剪断流による加工方法。

槽を大型化する必要があった。また、回転体の材質にポ

【請求項５】

前記高圧力ノズルから超純水を噴射し、

リウレタン製等の低弾性率高分子材料を使用する必要が

該高圧力ノズル近傍に配した微粒子供給ノズルから微粒

あったため、寸法精度や耐久性が劣るばかりでなく、加

子を分散させた濃縮加工液を吐出させてなる請求項１〜

20

工液の有機汚染が発生し、更に水による膨潤滑のため回

３何れかに記載の高速剪断流による加工方法。

転体が変形し、流れの安定性が得られないといった欠点

【請求項６】

加工槽内に超純水に微粒子を分散させた

を有する。更に別の問題点として、球体の回転体では非

加工液を満たし、前記高圧力ノズルから超純水を噴射し

対称なポイント状加工痕しか得られないこと、微小ギャ

てなる請求項１〜３何れかに記載の高速剪断流による加

ップが１μｍ程度のため加工液中の粗粒の影響による外

工方法。

乱を受け易いこと、加工能率が低いことが挙げられる。

【請求項７】

前記高圧力ノズルによって発生した高速

【０００５】

剪断流の後流側に回収手段を配設し、加工液を回収して

【発明が解決しようとする課題】ＥＥＭでは、超純水の

なる請求項１〜６何れかに記載の高速剪断流による加工

流れを利用して、被加工物と化学的な反応性のある微粒

方法。

子を被加工物表面に供給し、被加工物・微粒子表面間で

【発明の詳細な説明】

30

化学結合が生じた後に、更に流れによって微粒子が被加

【０００１】

工物表面から取り除かれる際、被加工物表面の原子を微

【発明の属する技術分野】本発明は、被加工物の加工面

粒子が持ち去ることによって加工が進行する。本発明者

に微粒子を流動接触させて歪み、クラック及び熱変質等

は、被加工物表面に化学結合を伴って付着した微粒子を

を全く生じさせずに加工を進行させる高速剪断流による

取り除くためには、被加工物表面上に所定の強さ以上の

加工方法に関する。

剪断流が必要であることを、理論的に予測し、実験にお

【０００２】

いて確認したのである。つまり、回転体による加工痕の
‑ 9

【従来の技術】従来、粒径10 〜10

‑ 6

ｍの微粒子を分散

形状と、回転体による剪断流の速度勾配分布を対応さ

した懸濁液からなる加工液を被加工物の加工面に沿って

せ、加工には剪断流の一定の速度勾配以上が必要である

流動させて、該微粒子を加工面上に略無荷重の状態で接
触させ、その際の微粒子と加工面界面での相互作用（一

ことを見出したのである。
40

【０００６】そこで、本発明が前述の状況に鑑み、解決

種の化学結合）により、加工面原子を原子単位に近いオ

しようとするところは、回転体を用いずに、制御された

ーダで除去して加工する、いわゆるＥＥＭ（Elastic Em

範囲及び分布を有する一定の速度勾配以上の剪断流を被

ission Machining) による超精密鏡面加工は、本発明者

加工物表面に沿って発生させることによって、前述の問

によって開発され既に知られている。このＥＥＭは、結

題点を一挙に解決し、高品質の加工を高能率で行うこと

晶学的には化学エッチングと同等の優れた表面が得られ

が可能な高速剪断流による加工方法を提供する点にあ

且つ加工制御性を有するという特徴を備えている。

る。

【０００３】従来のＥＥＭを使った加工では、ポリウレ

【０００７】

タン製等の低弾性率高分子材料からなる加工用球体又は

【課題を解決するための手段】本発明は、前述の課題解

円柱体（回転体）を、被加工物の加工面に対して微小ギ

決のために、超純水を主体とした加工槽内に被加工物と

ャップを保ちながら回転させて加工面近傍に加工液流を

50

高圧力ノズルとを所定の間隔を置いて配設し、被加工物
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の表面近傍に高圧力ノズルから噴射した超純水の高速剪

た。計算は、ノズルの穴径を０．１ｍｍφ、外径を２ｍ

断流を発生させるとともに、超純水の流れによって被加

ｍφとし、ノズル先端と被加工物表面間のギャップを１

工物と化学的な反応性のある微粒子を被加工物表面に供

ｍｍ及び２ｍｍの場合について行った。また、ノズルへ

給し、被加工物と化学結合した微粒子を高速剪断流にて

の流体の供給圧力は１０００気圧とした。それぞれのギ

取り除いて被加工物表面の原子を除去し、加工を進行さ

ャップにおいて圧力分布、ノズル穴方向（Ｚ軸方向）及

せてなる高速剪断流による加工方法を確立した。

び半径方向（Ｒ方向）の流れ分布を出した。図１にギャ

【０００８】ここで、前記高圧力ノズルの噴出口が円孔

ップが１ｍｍの場合、図２にギャップが２ｍｍの場合の

であるとポイント加工ができ、被加工物表面を任意形状

結果を示している。

に加工することが可能であり、またスリット孔であると
ライン加工ができ、被加工物表面を広い面積にわたり平

【００１３】この計算結果より、解析領域における流体
10

の粘性による圧力損失は約５０気圧程度であることが分

面形状又は波形形状に加工することが可能である。

かる。流入部では、約９５０気圧の動圧に相当するノズ

【０００９】また、本発明の加工方法では、前記高圧力

ル穴方向の流れ（約４５０ｍ／sec ）が発生しており

ノズルから超純水に微粒子を分散させた加工液を噴射す

（図１(a) 参照）、この流れは被加工物の表面近傍（被

るか、或いは前記高圧力ノズルから超純水を噴射し、該

加工物表面から約７５μｍ）までほぼ直進した後、減速

高圧力ノズル近傍に配した微粒子供給ノズルから微粒子

する。その際、被加工物の表面近傍で動圧が静圧に変換

を分散させた濃縮加工液を吐出させるか、或いは加工槽

され、約９５０気圧の静圧が発生した後（図１(b) 参

内に超純水に微粒子を分散させた加工液を満たし、前記

照）、半径方向の流れとして動圧に再変換される（図１

高圧力ノズルから超純水を噴射するのである。更に、前

(c) 参照）。半径方向の流れは、被加工物表面に沿って

記高圧力ノズルによって発生した高速剪断流の後流側に

極めて薄く層状に発生しており（被加工物表面から約２

回収手段を配設し、加工液を回収することもより好まし

20

５μｍの範囲）、ＥＥＭにおいて必要となる被加工物表

い。

面上の剪断流れを非常に効果的に発生できることが分か

【００１０】

った。また、ギャップ１ｍｍの場合と２ｍｍの場合で

【発明の実施の形態】先ず、被加工物表面に化学結合を

は、ほぼ同等の流れが発生しており、このことはギャッ

伴って付着した微粒子を取り除くためには、被加工物表

プ制御が極めて容易であることを示している。本条件で

面上にどの程度の剪断流の強さ（速度勾配）が必要であ

は、ギャップ１ｍｍと２ｍｍの場合とも、被加工物表面

るかを見積もった。粒径０．１μｍのＺｒＯ2 微粒子を

上の最大速度勾配は、１００ｍ／sec ・μｍ程度が得ら

Ｓｉ（１００）表面に超純水中で吸着させ、この表面上

れている。

に様々な強さの超純水の剪断流を作用させた時、微粒子

【００１４】次に、本発明の詳細を添付した図面に基づ

がＳｉ表面から除去される様子を光学顕微鏡により観察

き更に説明する。図３〜図５は、高圧力ノズルの概念的

した。その結果、５ｍ／sec ・μｍ程度の速度勾配を越

30

構造を示しており、高圧力ノズル１の先端より加工液又

えると効果的な微粒子の除去が進行することが分かっ

は超純水を噴出し、被加工物２の表面上に所定の剪断流

た。一方、従来のＥＥＭにおいて、回転体による加工痕

を作る。ここで、高圧力ノズル１から超純水のみを噴き

の形状と、シミュレーションによって得られた剪断流の

出す場合、超純水の流れに合わせて別口より加工液を供

速度勾配が５ｍ／sec ・μｍ程度以上の領域の形状とが

給する。又は、予め加工槽内に超純水に微粒子を分散さ

略一致した。この両者の結果から、加工には一定の速度

せた加工液を満たしておき、この加工液内に高圧力ノズ

勾配以上の剪断流が必要であることが判ったが、その下

ルから超純水を噴射し、同様に被加工物２の表面上に所

限は被加工物の材質と、微粒子の種類及び粒径によって

定の剪断流を作る。

変わることが予想される。

【００１５】図３は、高圧力ノズル１の噴出口３から超

【００１１】本発明は、高圧力ノズルから超純水又は超
純水と加工用微粒子との懸濁液（加工液）を被加工物の

純水と加工用微粒子を混合した加工液を噴射する構造で
40

あり、図３(a) は噴出口３の方向を被加工物２の表面と

加工面に噴射し、加工面に沿った剪断流を作り、微粒子

直角に配した垂直入射タイプであり、図３(b) は噴出口

と被加工物表面原子との化学結合力を利用して、被加工

３の方向を被加工物２の表面に対して傾斜させた斜め入

物表面から微粒子が表面原子を取り去ることによって加

射タイプである。ここで、前記噴出口３が円孔の場合に

工を進行させるものである。そこで、高圧力ノズルから

は、加工面上の微小領域に形成されるポイント状加工痕

噴射した超純水又は加工液の流れが、ノズル直下近傍で

を連続させて、被加工物２の表面を精密に自由曲面加工

どのようになるかを流体解析モデルを用いて数値計算し

することが可能であり、また前記噴出口３がスリット孔

た。

である場合には、加工面上にライン状加工痕が形成さ

【００１２】解析モデルはノズルを被加工物表面に対し

れ、被加工物２の表面を平坦に鏡面加工することが可能

て直角な軸対称とし、非圧縮性流体近似の基でナビエ・

である。

ストークスの運動方程式を差分法によって数値的に解い

50

【００１６】図４は、高圧力ノズル１の噴出口３から超
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純水のみを噴出し、加工用微粒子を超純水で流動化した

加圧部１１，１２に接続している。一方、加工用超純水

濃縮加工液を供給管４から供給するものであり、図４

は、超純水供給装置１６から各加圧部１１，１２にそれ

(a) は垂直入射タイプの高圧力ノズル１の噴出口３の内

ぞれバルブ１７，１８を介して接続している。そして、

部に供給管４を通して、先端で該噴出口３から噴出した

前記各加圧部１１，１２は、内部をＰＴＦＥ又はＳＵＳ

超純水と濃縮加工液とを混合して被加工物２の表面に加

製の隔膜１９，２０で市水と超純水が分離されており、

工液を供給する構造であり、図４(b) は斜め入射タイプ

該隔膜１９，２０を通じて市水の圧力で超純水を加圧

の高圧力ノズル１の側方からギャップを臨む位置に供給

し、各加圧部１１，１２で加圧された超純水はバルブ２

管４を配し、噴出口３から噴出した超純水に濃縮加工液

１，２２を介して合流して前記高圧力ノズル１に供給さ

を巻き込ませる構造である。更に図示しないが、図３
(a) の垂直入射タイプの高圧力ノズル１の側方からギャ

れる。また、前記バルブ１４と加圧部１１との間には排
10

水用バルブ２３が、前記バルブ１５と加圧部１２との間

ップを臨む位置に供給管４を配する構造、図３(b) の斜

には排水用バルブ２４が設けられている。これら全バル

め入射タイプの高圧力ノズル１の噴出口３の内部に供給

ブは、電磁バルブを採用しコンピュータで開閉制御でき

管４を通した構造も可能である。ここで、何れの場合も

るようになっている。

高圧力ノズル１の噴出口３は、円孔とスリット孔があ

【００２０】そして、この高圧力の超純水供給システム

り、噴出口３がスリット孔の場合には前記供給管４は偏

の運転は以下のようになっている。先ず、前記超純水供

平管とするか又は細い円管を複数列設したものとするこ

給装置１６では、大気圧とほぼ同じ圧力の超純水が製造

とが必要である。

される。この超純水を連続的に加圧することは困難であ

【００１７】また、高圧力ノズル１の噴出口３から噴射

るので、前述のシステムでは二つの加圧部１１，１２で

した加工液又は供給管４から吐出した濃縮加工液が噴出

交互に超純水を大気圧から所定の圧力まで加圧し、高圧

口３から噴射した超純水と混合した後の加工液を、直ち

20

力ノズル１に連続的に高圧力の超純水を供給するように

に効率良く回収することも可能である。この概念図を図

なっている。つまり、一方の加圧部１１の系統では、バ

５に示している。図５(a) は、回収手段として、垂直入

ルブ１４、２１を開き、バルブ１７、２３を閉じて加圧

射タイプの高圧力ノズル１の先端部周囲に一定の間隔を

した市水を加圧部１１内に供給し、該加圧部１１内で隔

置いて環状の回収板５を配置し、高圧力ノズル１と回収

膜１９を介して加圧された超純水が高圧力ノズル１へ供

板５の間に加工液が流れるようにしたものである。ま

給され、他方の加圧部１２の系統では、バルブ１５、２

た、図５(b) は、回収手段として、斜め入射タイプの高

２を閉じ、バルブ１８、２４を開き、加圧部１２から市

圧力ノズル１の加工液の下流側に一定の間隔を置いて部

水を排水しながら超純水供給装置１６から加圧部１２内

分的に回収板５を配置したものである。

へ超純水を供給する。ここで、バルブ２４を開いて加圧

【００１８】ここで、被加工物の材質と加工用微粒子の

部１２内を大気圧に戻した後に、バルブ１８を開き、超

材質について若干説明する。本発明における加工原理
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純水供給装置１６が圧力破壊しないようにしている。次

は、加工用微粒子と被加工物表面との界面での一種の化

に、バルブ１８、２４を閉じ、バルブ１５を開いて加圧

学結合による相互作用により、微粒子が表面原子と結合

部１２内に加圧した市水を供給し、超純水を加圧して供

し、それを高速剪断流で表面から取り去ることによって

給圧力に達すると、バルブ２２を開き、バルブ２１、１

微粒子と共に表面原子を除去して加工を進行させるの

４を閉じ、バルブ２３を開いて加圧部１１内の市水を排

で、被加工物の材質と加工用微粒子の材質の組み合わせ

水して加圧部１１内が大気圧になった後、バルブ１７を

は、加工速度に大きく影響を及ぼすのである。被加工物

開いて市水を排水しながら超純水供給装置１６から超純

としてシリコンウエハ（Ｓｉ）を選択した場合、ＳｉＯ

水を加圧部１１内に供給するのである。以後は、この繰

の粉体よりもＺｒＯ2 の粉体を用いる方が加工速度は

り返しであり、各バルブの開閉タイミングはコンピュー

2

速いのである。
【００１９】次に、前記高圧力ノズル１へ高圧力の超純

タ制御され、連続的に高圧力の超純水が高圧力ノズル１
40

に供給されるのである。

水を供給するシステムを図６に基づいて簡単に説明す

【００２１】次に、本発明の高速剪断流による加工方法

る。圧力発生用のポンプ１０には、プランジャーポンプ

を採用した加工装置の例を図７に示している。この加工

を使用する。また、加工用の超純水を直接ポンプで加圧

装置１００は、上部に超純水を満たした加工槽１０１を

すると、ポンプ内の摺動部で発生するパーティクル等の

有し、下部にＸ−Ｙ−θ駆動系を内蔵した駆動機構部１

汚染が問題となるため、ＰＴＦＥ又はＳＵＳ製のダイヤ

０２を有し、加工槽１０１と駆動機構部１０２とは非磁

フラム又はブローズを介して加工用超純水を加圧するシ

性体の隔壁１０３で区画され、駆動系の摺動部から発生

ステムを採用している。超純水の加圧部１１，１２は２

するパーティクル等によって加工槽１０１内が汚染され

連となっており、一台のプランジャーポンプ１０により

ないようになっている。前記加工槽１０１内には、上部

市水を所定圧力に加圧し、それをレギュレータ１３で２

にＺ軸駆動系１０４に接続された高圧力ノズル１を設

流路に分岐し、それぞれバルブ１４，１５を介して前記
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け、下部に超純水静圧支持によって水平移動且つ回転可

( 5 )

特開２０００−１６７７７０

7

8

能に設けた試料台１０５を設け、それに被加工物２を固

ている。

定し、前記高圧力ノズル１に対向させている。前記駆動

【図３】加工液を直接噴射する高圧力ノズルの概念を示

機構部１０２には、Ｘ軸駆動系１０６とＹ軸駆動系１０

す簡略断面図であり、(a) は垂直入射タイプ、(b) は斜

７によって水平移動可能に設けたＸＹテーブル１０８を

め入射タイプをそれぞれ示している。

有し、該ＸＹテーブル１０８にθ軸駆動系１０９を設け

【図４】高圧力ノズルから超純水のみ噴射し、別に設け

ている。そして、前記試料台１０５の下面に固定した永

た供給管から吐出した濃縮加工液を混合するタイプの概

久磁石１１０とθ軸駆動系１０９に固定した永久磁石１

念を示す簡略断面図であり、(a) は高圧力ノズルの噴出

１１とを前記隔壁１０３を介して対面させて磁気的に結

口内に供給管を設けたタイプ、(b) は高圧力ノズルの先

合し、Ｘ−Ｙ−θ駆動系による変位を永久磁石１１１、
永久磁石１１０を介して試料台１０５に伝達している。

端側方に供給管を設けたタイプをそれぞれ示している。
10

【図５】加工液を回収する機能を備えたノズル構造を示

このように、各駆動系によって高圧力ノズル１と被加工

した簡略断面図であり、(a) は垂直入射タイプの高圧力

物２とはＸ−Ｙ−Ｚ−θ軸方向に相対的に変位可能とな

ノズルの周囲に回収板を配した構造、(b) は斜め入射タ

り、高圧力ノズル１によって被加工物２を所定の形状に

イプの高圧力ノズルの下流側に回収板を配した構造をそ

加工ができるようになっている。

れぞれ示している。

【００２２】そして、本加工装置１００では、高圧力ノ

【図６】高圧力の超純水供給システムの簡略配管図であ

ズル１から噴射される超純水と、試料台１０５の超純水

る。

静圧支持部から加工槽１０１内に流入する超純水と同量

【図７】本発明の方法を採用した加工装置を一部破断し

の超純水を加工槽１０１から液相分離して抜き取るシス

て示した簡略斜視図である。

テムが備えられ、抜き取られた超純水は精製装置によ

【符号の説明】

り、不純物濃度を極限まで低減させた後、再度静圧支持
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１ 高圧力ノズル

部に送られる。本システムにより、加工槽１０１内の構

２ 被加工物

造物から溶出する極微量の金属イオン等の除去までが可

３ 噴出口

能になっている。

４ 供給管

【００２３】

５ 回収板（回収手段）

【発明の効果】以上にしてなる本発明の高速剪断流によ

１０

る加工方法によれば、必要な領域のみに所定の流れを発

１１，１２

生できるため、加工装置の小型化が可能であり、また高

１３

分子材料を使用しないので、加工液が有機物に汚染され

１４，１５，１７，１８，２１，２２，２３，２４

ることがなく、十分に大きなギャップでの加工が可能で

ルブ

あるので、流れを安定させるためのギャップ制御が極め

30

１６

ポンプ
加圧部

レギュレータ

超純水供給装置

て容易であり、また粗粒混入等の外乱に対して安定であ

１９，２０

る。

１００

加工装置

【図面の簡単な説明】

１０１

加工槽

【図１】高圧ノズルから被加工物表面に１ｍｍのギャッ

１０２

駆動機構部

プで直角に超純水を噴出した場合の圧力と速度成分のシ

１０３

隔壁

ミュレーション結果を示し、(a) はＺ方向速度成分、

１０４

Ｚ軸駆動系

(b) は圧力分布、(c) はＲ方向速度成分をそれぞれ示し

１０５

試料台

ている。

１０６

Ｘ軸駆動系

１０７

Ｙ軸駆動系

１０８

ＸＹテーブル

ミュレーション結果を示し、(a) はＺ方向速度成分、

１０９

θ軸駆動系

(b) は圧力分布、(c) はＲ方向速度成分をそれぞれ示し

１１０，１１１

【図２】高圧ノズルから被加工物表面に２ｍｍのギャッ
プで直角に超純水を噴出した場合の圧力と速度成分のシ
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隔膜

永久磁石

バ

( 6 )

【図１】

【図３】
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【図２】

【図５】

【図４】

( 7 )

【図６】
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