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1.は

じ

め

に

利な方法は,液体ヘリウムから蒸発してくる冷たい‑リ

真空工学および表面物理学の分野では, 100K以下の

ウム･ガスを使って試料を冷却する方法である.2)この方

低温表面におけるさまざまな現象を対象とする研究が盛

法は,液体ヘリウムを装置内に溜め込む方法(タンク式.

んになってきている.たとえば,固体表面での物理吸着

バッチ式クライオスタット)に比べて,低温になる部分

現象の基礎過程,凝縮層の成長機構と構造,吸着層や凝

の寸法が小さいため試料を動かすのが容易であり,また

縮層と各種の入射粒子(電子.イオン,中性粒子,光子)

得られる温度範囲が広いなどの長所を持っている･11短所

との相互作用,希ガス吸着層を対象とする二次元相の物

は低い温度(20K以下)を得る事と試料温度の制御が難

性などである.これらの研究に関連した実験を行うため
には,超高真空中で低温の清浄表面を扱う技術が要求さ

の研究に適した装置を作ることができる.

れるために,実験装置を設計･製作する段階で,使用する
材料,工作方法等に新しい工夫が必要となる1)･ここで

ては,当面,シリコン単結晶表面上のキセノンの吸着･

しいという点であるが,長所を生かすことにより表面等
試作した低温マニピュレ‑タ‑の設計,製作にあたっ

は,上記のような研究を進めるための第一段階として試

凝縮層の構造等を研究対象とし,観察手段として,反射

作した,試料を約40Kまで冷却できる簡単な試料操作

型高エネルギー電子線回折(RHEED)およびAuger

機構(低温マニピュレーター)の構造･性能について報

電子分光(AES)を用いることにして,下記のような仕

告する.

様を一応の目標とした.
2.設

計

表面を扱う研究では,試料表面の清浄化とその維持の

(1)試料の回転･移動:‑軸のまわりに±900の回

転と,回転軸に乎行な方向に±10mmの移動.

ために,実験は超高真空雰囲気中で行わねばならない.

(2)最低到達温度と液体ヘリウム消費量:キセノン

したがって,装置には一般に下記の性能が要求される.

の吸着実験のためには, 80K以下50K程度の温度が得

(1)超高真空(≦10 7Pa)を得るためには,装置全

体を200‑400℃に加熱する脱ガス処理が必要であり,
これに耐える材料と工作方法を用いなければならない.

(2)試料の清浄表面を得るためには,通電加熱やレ
ーザーを用いた高温処理(試料の磯により1000‑2000℃

に達する),イオン衝撃清浄化処理等が必要であるため,
試料ホルダーはそれに対応できなければならない.
(3)表面における種々の現象の研究を行うためには,

られることが望ましい.もちろん,到達温度が低いほど.

研究の対象が拡がり有利である.液休ヘリウム消費量は
液体ヘリウム容器の容量(log),ヘリウム･ガスの回収

系統,実験に要する時間等を考慮すると11/hr以下が望
ましい.

(3)試料の清浄化:試料に直接通電して加熱清浄化
処理を行う.シリコンでは約1200℃の加熱処理が必要で
あり,通電電流値は数10Aに達する･

その研究目的に使用する実験装置のほかにも,表面の清

このほかにも,へI)ウム･ガスの流量制細による温度

浄度や結晶構造の観察を行うための複数の装置(低エネ

制御の安定性と設定精度,冷却に要する時間,試料の加

ルギー電子線回折装置, Auger電子分光装置等)が使用

熱処理と冷却のサイクルに要する時間,使い易さなど定

されることが多い.これらはin situに測定できること

量的に表現しにくいものも含めて,装置の性能を決める

が望ましく,そのためには真空中での試料の移軌回転,

種々のパラメーターがある.この試作では,できるだけ

位置の微調整等の機能が必要となる.

簡単な構造･制御によって,どの程度の性能が得られる

以上の条件のもとに試料を冷却する機構を導入しなけ
ればならない. 70K以下の温度を得ようとする場合に便
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かを知ることも一つの目的であった.

3.構造･工作

試作した低温マニピュレーターの構成図を図1に示す･
低温マニピュレーターは,試料の移動機横,熱交換器,
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試料ホルダー
取り付け面

図2

熱交換器の断面

*印はろう付けを行った部分

に9枚のフィン(表面積は全体で約60cm2)を設け,そ

れらと試料ホルダー取り付け部は熱伝導を考慮して,無
酸素銅(純度99.99%)のブロックから削り出した一体

構造になっている.これと外筒(無酸素鋼製)および2
本のパイプ(SUS‑304)との接合には,ニッケルろう

(BN卜2)3)を使用し,真空ろう付けを行った.
図1

低温マニピュレーターの構成

3‑4.試料ホルダー

試料ホルダー,電流導入端子およびそれらを取り付けた

より低い試料温度を得るためには,熱交換器から試料

までの熟伝導度を良くすることに十分考慮を払う必要が

超高真空フランジから構成されている.
3‑1.移動機構

ある.しかも,この実験のように試料の通電加熱を行っ

回転導入機構には,ベローズを用いて大気と完全にし

たり,試料への電気信号を測定する場合には,試料等ほ

ゃ断された状態で回転運動を伝える,市販の超高真空用

アース(熱交換器)から絶縁されていなければならない.

回転導入端子(日本真空技術(秩)製, TDU‑8型)杏

低温において電気絶縁と高い熱伝導の両方を実現するた

使用した･直線導入機構には,外径37mm,内径25mm,

めには,ワニス等の有機接着剤を使用する方法が一般的

伸縮範囲約55‑35mmの成型ベローズを用い,外簡お

であるが,超高真空中での使用,耐熱性という点でこれ

よび二つの内筒のそれぞれにねじと逆ねじを切ったター

は不適当である･上記の条件を満足する材料として,水

ンバックル方式の直進機構をベローズ両端のフランジに

晶やサファイヤ単結晶が知られている.サファイヤは10

取り付けて使用した.

‑100Kの温度範囲で103 wm‑lK‑1以上4)という,高純

度の金属に匹敵する熟伝導率を持っているので,素材と

3‑2.ヘリウム･ガス導入･排出パイプ

外部から熱交換器に冷たいヘリウム･ガスを導入･排

しては適している･しかし,熱交換器から試料まで,全

出するための経路は,試料を取り付けてある熱交換器の

体の熟伝導度を考えるときには,むしろ試料ホルダー各

移動と回転が可能なように柔軟でなくてほならなし.,･し

部品の間の接触面の熱伝導が問題となる.接触面におけ

かも,数10‑600Kの熟サイクルとパイプ内外の圧力差

る熟伝導率は,両面のなじみ具合と接触圧で決まる.5)

に耐える機械的強度も必要である.ここでは,ら旋状に

サファイヤと金属(鍋)ではなじみも悪く,サファイヤ

巻いたステンレス･スチール･パイプを使用した.パイプ

の強度の点で接触圧を大きくすることにも限度がある.

の材質はSUS 304,外径は1.9mm,肉厚は0.15mm

ここでは,なじみをよくするためにサファイヤ板の両面

である･回転軸の周囲に,ガス導入側のパイプは径約34

をメタライズした後,金を蒸着して使用した.

mm,排出側のパイプは,さらにその外側に径約40mm

試料ホルダーは図3に示すように,前述のサファイヤ

のら旋状に巻いてある.伸長はそれぞれ約2500mmで

坂2枚,試料の両端を固定する2つの電極(無酸素銅製),

ある･この方法により目標の±10mmの平行移動と

試料押え坂とビス(SOS 304),およびビスの電気絶縁

±

900の回転が実現できた.
3‑3.熱交換器

回転軸の先端に台座を介して熱交換器が固定されてい

用のセラミック･ワッシャーからなっている.通電用リ

ード線と熟電対(金･鉄クロメル熱電対)は電極に固定
した.

る･回転軸に対する熱交換器(試料面)の位置と角度の

試料にはシリコンの単結晶ウエ‑‑を用いた.表面は

調整はこの台座により行う.熱交換器の内部構造を図2

(111)面で,鏡面研磨されている.試料の大きさは18mm

に示す.冷たい‑リウム･ガスは中央のパイプより導入

X9mmxO.32mmである･試料と試料ホルダー電極の

され,放射状に開けられた孔を出てフィンの問を通り,

間には,電気的,熟的接触を良くするため,厚さ25pm

外側のパイプから排出される.熱交換効率を高めるため

のタンタル箔を2枚はさんである.
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‑1)ウム･カス移送系統

7こにより‑一部シールドされているものの,そレ)他C7)熱交

換器,試料ホルダー等に対しては図4に見られるとおり,
掛こシールドを設けていない,したがって低(.Fl部分は,

室結言からU)幅射に直接さらされている.
EX13

4

試料ホルダー

性

能

4‑1.実験装置
完成した低温マニピュレータ‑ほ,スバッタ･イオン
･ポンプ(排気速度480//S),チタン･ゲノタ一･ポン

プ(同64001/S)等の排jx‑t系,および気体導入系を備え

た内径450mm.容積240/の超高真空槽に取り付けた.
試料表耐観察のためのRHEED, AES装置もrfll時に取
り付けた

こLJ)系の到達rf.力は,20時間のベーキング操

作(iL,'･L度200‑300℃)し7)後. 10 8 pa以下であった.

‑リ.)ム･ガスの移送系統【､丈lをLX]6に示す

冷たいヘ

リウム･カスは,容量10lL))液体ヘリウム容器から,義

発してくる気体だけを取り出す構造のトランスファー･
陳】4

完戒した低温マニピュレーター

チュー7小を使い,低温マニピュレーターの導入側に送ら
れる

排出側からは,バルブを介してロータリー･ポン

プ(排気速度640/′/mュn)で‑リウム･ガスを吸引し,コ

ム風船にL口｣収する

バルブは粗掴客用(Nupro社製,B1

4J)と微調整用(同, B‑2MG4)を並列に接続し,読

料の温度設定は,これらのバルブを使い‑リウム･ガス

の流量を手動で調整することにより行った

ガスの流量

はバルブのコンダクタンスたけでなく,液休ヘリウム容
器内の圧力にも依存するので,トランスファー･チュー

ブのガス取り入れ側先端に組み込んであるヒーターを用
陛]5

試料周辺部

いて液体へI)ウムを気化させ,容器内の圧力を一定(過
常大気｢E)に保った

低温マニピュレーターの完戒した状態,および試料周
辺部分を図4,図5に示す

4‑2.到達温度とヘリウム消費量

低hEILマ二ピュレ‑ターが取

低温マニピュレーター,トランスファー･チューブと

り付けられているフランジは,アルミニウム･フォイル

も毒溢の状態から冷却を開始すると,試料ホルダー部の

をガスケットとする外径218mmの挺高真空用フランジ

温度は閲7U7ような変化を示した

である･低温'l部分の熱幅射シールドについては. ‑リウ

開である

ム導入側J‑つパイプulち旋部分は,その外側の排/i(‑tlRFJパイ

くなり,鼓低温度約40Kに通した.

このときバルブは全

約50分で50Kに達し,その後下降速度は遅
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作による試料温度の設定と,その安定性は士0.3K程度
に維持でき,また清浄化操作や,その後の再冷却に要す

る時間の点でも,実験の要求に対して満足できるもので
あった.

今後改良すべき方向は,試料の動きの自由度を多くす
ること,到達温度を低くすること, ‑リウム消費量を少

なくすること,温度の自動制徹などである.動きの自由
度を増すには,駆動機構としては, xyz軸方向の直進,

冷却開始からの経過時間(分)
図7

傾斜,回転等が適宜選択できる超高真空用マニピュレー

冷却開始後の試料ホルダーの温度降下

ターが市販されているので,それを利用するのが最も簡
便である.その動きに対応できる柔軟な‑リウム･ガス

(H)髄韻‑&](+･ 富hTml

導入排出パイプを用意することが一番の難点であろう.
到達温度,ヘリウム消費量に関しては,トランスファ
ー･チュ‑プや熱交換器部分に適当な熟癌射シ‑ルドを設

けるのが有効であるが,この方法は構造が複雑になるた
め,動作の自由度を多くしようとする場合には障害とな
る.試料ホルダー各部品の熟的接触を良くすることも,
試料温度を低くするのに効果がある･そのためには,部

液体ヘリウム消焚岩り/hr)

図8

試料ホルダー温度と液休ヘリウム消費量の関捺

試料ホルダー温度と液体ヘリウム消費量との関係は図
8のようになった･ 50Kでの消費量は約191/hr

であ

った.

品数を減らしたり,ろう付け加工を行って機械的面接触
部を少なくする配慮が必要である.試料ホルダーに関し
ては,このほか,試料温度の均一性,正確な試料温度測

定,電気絶縁,試料の清浄化の方法,耐熱性など改良の
余地が多い.

4‑3.試料の清浄化処理

試料の温度制御は,短時間(数分)の安定性を問題に

通電加熱による試料の最高1200℃程度の加熱,およ

するならば,バルブの手動操作で十分であるが,長時間

び焼鈍等の操作により,清浄なシリコン(111)表面の

一定の温度を保ったり,任意のプログラムに従って温度

表れていることを示すとされている, (7×7)構造の回
折パターンがRHEEDにより観察された.しかし(7×

を変化させるためには,自動制御系が必要である.手動
パルプの代わりに電磁弁を使い, PID方式を用いてそれ

7)パターンが見られたのは,試料全面ではなく一部分

を制御することにより,数時間にわたり±0.1K以内の

においてであった.これは試料とホルダーの間の熟的･

温度安定性を得ることができた.さらに,試料の通電加

電気的接触が均一でなく,試料温度が一棟に上昇しなか

熱も併用すれば,温度の変動を小さくし,かつ,より速

ったためである.

い制御された温度変化を与えることも可能であろう.

清浄化操作は試料の冷却後も必要に応じて行うことが

この試作機の設計･製作にあたり,東京大学工学部

できた.その際には,加熱操作後約15分で50K以下の

岡野達雄氏,富士テルモ(秩)久呉高博氏, (秩)東理社,

温度に再冷却することができた.冷却開始時に要する時

日本真空技術(秩),京都セラミック(秩)各社の方々よ

間(約50分,4‑2.参照)に比べて短いのは,トランスフ

り多くの協力をいただいた.ここに感謝の意を表する.

ァー･チューブ等がすでに冷却されているためである.
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(1981年2月25日受理)
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