
526　　　32巻11号(1980. ll)

特　集　4

生　産　研　究

UDC　537.534 : 621.9　048.7

新カウフアン型イオン源の応用
New Kaufman Ion Sources for Ion Beam DeposltlOn and Ion Etching AppllCatlOnS
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最近,イオンビームデポジションという薄膜作製技術用に高イオン電流密度のイオン源が開発さ

れた･このイオン源は従来のカウフマン型イオン源のスクリーングリッドと加速グリッドの部分

を設計変更して,イオンビームをフォーカスすることができるように改良したものである･この

新しいイオン源をイオンエッチングという特殊加工に応用した場合の可能性について解説する.

1.は　じ　め　に

イオンエッチングは電子衝撃で生じたイオンを高電圧

で加速して真空中におかれた試料をターゲットとして衝

撃し,その際発生する表面原子のスパッタリング現象を

加工に利用したものである.

イオンエッチングには次の二種類の加工方式がある.

その一つは静電レンズ系で数十iLm程度に収束したイオ

ンビームを偏向し,ターゲット上を走査してパターンを

形成する方式であり,特にマスクを必要としない･もう

-つの方式はマスクを上に載せた試料にイオンビームを

均一に広げて腰射し,マスクでおおわれていない部分を

フィラメント

電　源

エッチングすることで,マスクと同じパターンを試料上

に作るものである.後者は加工能率と微細パターンの寸

法精度の点でより優れているので,一般に電子部品の固

体素子の加工などに使用されている.そしてこの方式で

最も広範に使用されているイオン源としてカウフマン型
1)

イオン源がある.

2.カウフマン型イオン源

基本的なカウフマン型イオン源の概略図を図1に示す

高温加熟されたフィラメント(陰極)から出て陽極へ向

かう熟電子は導入された不活性ガス(通常アルゴンガス

が用いられる)を衝撃して電離し,プラズマを発生させ

アノード電源

図1　カウフマン型イオン源
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る.その際に電磁石の磁界が電離効率を高める働きをす

る.スクリーングリッドと加速グリッドには,それぞれ

中央部の同じ位置に直径約2 mmの穴が最密六方配列で数

百個あけてある.スクリーングリッドの穴付近に来たア

ルゴンイオンは,このグリッドと加速グリッドとの間の

高電界によって引き出され加速されるので,少し発散角

タをもつが,ほぼコリメートされたイオンビームになる

多数の穴から同時に互いに平行なイオンビームが出て来

るので,全体的に見れば太い均一なイオンビームと同等

になる.

このイオン源の特長を挙げると次のようになる･

(1)広い面積の試料表面を均一にイオンエッチング

することができる.最近では多数の永久磁石の配置を工

夫した口径30cmのイオン源も実用化されている
2)

(2)　イオンエッチングを10~2Pa(10~4Torr)とい

う比較的高真空で行うことができるので,試料やマスク

からスパッタリングで飛び出した原子が中性アルゴン原

子との衝突のため後方散乱して再び試料表面に付着する

という可能性がきわめて少ない.

(3)イオン電流密度を放電電圧(アノード電圧)や

加速電圧とは独立にフィラメントの熟電子放出の畠(言

い換えるとフィラメント温度)で制御できる.

(4)熟陰極(フィラメント)を使用することによっ

て,イオン源の放電電圧(アノード電圧)を50V程度と

低くすることができるので,イオンの運動エネルギーの

広がりを10eV以下にまで押えることができる.

｣.LE:-.I
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他方,カウフマン型イオン源の欠点として次のような

ものが挙げられる.

(1)イオンエッチング速度をあまり大きくできない.

(2)特定の材料だけを選択的にエッチングすること

ができない.

ところが,最近H.氏.Kaufmanらはその欠点のイオン

エッチング速度に対してイオン源の改良を行い,新しい
3)

イオン源の開発に成功した.ここでは,この新しいイオ

ン源をカウフマン型収束イオン源と呼ぶことにする.

3.カウフマン塑収束イオン源

このイオン源はイオンビームデポジションという薄膜

作製技術の用途に開発されたものである.イオンビーム

デポジションは薄膜化する物質をターゲットとしてイオ

ンビームで衝撃し,スパッタリングで飛び出した原子を

近くに設置した基板に付着させて薄膜を成長させる方法

である.従来のカウフマン型イオン源を用いてイオンビ

ームデポジションを行う場合には,イオン源の口径より

大きな寸法のターゲット(薄膜化する物質)を用意しな

ければならないという面倒な制約があった.これはカウ

フマン塑イオン源のイオンビームが完全にはコリメート

されずに,図1のようにある発散角タをもっているので,

イオン源から離れるとともにイオンビームの径が広がる

ということが原因であった.そこで付着速度を低下させ

ずに,ターゲット寸法を小さくできるイオン源としてカ

ウフマン型収束イオン源が開発されたのである.

トds--i

(a)球面塑

図2　カウフマン型収束イオン源のグI)ッド

(b)平面型
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図3　球面塾グリッドのイオンビームフォーカス

この新しいイオン源は,従来のカウフマン型イオン源

のスクリーングリッドと加速グリッドの形状を改良して,

イオンビーム束を狭い領域にフォーカスすることができ

るようにしたものである.ただし,フォーカスといって

も従来の概念と遜っていて,個々のイオンビームはある

発散角βをもったままにして,それぞれのイオンビーム

の中心が焦点に集まるようになっている.もちろん,こ

の発散角を約50-70の範囲となるように,グリッドの

穴径やダリヅド間隔の値と放電電流(アノード電流)の

条件を実験から求めて採用している.事いなことに,そ

の条件は個々の穴を通るイオンビームのビーム電流を最

大にする条件にほぼ等しくなっている.

カウフマン型収束イオン源用に考案されたグリッドの

形状は図2 (a)の球面型と図2 (b)の平面型の二種類で

ある.平面型ではイオンビームを偏向するためにスク[)

-ングリッドと加速グリッドの穴の位置を故意に中央部

から少しずつずらし,外周部で最大変位∂のずれになっ

ている,平面型の焦点距離IEはこの変位8とグリッド間

隔lg fj:どによって決まる･球面型の焦点距離は加速グ

リッド球面の曲率半径になっている.いずれの場合でも

焦点距離は直接的に加速電圧によって左右されることは

ない.

この新しいイオン源について, Kaufmanらがイオン

ビームのフォーカスの様子をファラデーカップで測定し

たところ,球面型グリッドのイオン源は図3のようにな

り,平面型グリッドのイオン顔は図4のようになったヲ'

両方とも加速電圧1100V,サブレッサ電圧100Vの条件

なので,アルゴンイオンの運動エネルギーは1000eV　で

ある.図3と図4で焦点でのイオン電流密度のピーク億

を比較すると,球面型グリッドのピーク値が平面型グリ

ッドのピーク値の約2倍になっていて,球面型の方が平
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図4　平面型グリッドのイオンビームフォ-カス

面型よりもフォーカスの効果が大きいことがわかる･こ

れは平面型グリッドの場合には図2(b)の偏向角αを大

きくできないので,イオン源の口径を大きくできないと

いう事情があるからである･偏向角αを大きくするため

にグリッド穴の最大変位∂を大きくしすぎると,イオン

ビームの一部が加速グリッドの穴壁に衝突してしまうの

である.

球面型グリッドのイオン源を用いてシリコンウェーハ

を運動エネルギー1000eVのアルゴンイオンで衝撃した

ところ,最高300A/secのイオンエッチング速度が得
3)

られたという.

現在考えられるカウフマン型収束イオン源の問題点は

次のようなものであろう･

(1)フォーカスの効果が大きい球面型グリッドはグ

ラファイトを薄い球面板に加工しなければならないので,

加工が困難である.しかし数億制御工作機械で加工可能

な範囲である.

(2)平面型でも球面型でもグリッドの軸出しと穴の

位置合せの調整が面倒である.調整が不十分な場合には

イオンビームの方向･がイオン藤の向きと一致しなくなる.

これの対策としてイオン源の向きをある角度範囲で傾

けられる俄横も考案されている:'

(3)個々のイオンビームの発散角を小さくする放電

電流(アノード電流)の最適条件があるので,イオンエ

ッチング速度を小さくするときには放電電流を一定にし

たままで加速電圧を減少するしか方法がない.
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5.カウフマン型収束イオン源の応用

このイオン源はイオンビームデポジションに使用され
5).6)

姶めたという段階なので,薄膜の分野以外の応用はまだ

発表されていない.これをイオンエッチングという特殊

加工に応用すると,イオンビームをフォーカスすること

によって,イオンエッチング速度を同じ加速電圧でも従

来のカウフマン型イオン源の数倍以上にできる･また従

来のイオンエッチング速度でも十分な場合には加速電圧

を下げることができる.加速電圧を下げることは次のよ

うな利点がある.

(1)加速電圧を下げてイオンの運動エネルギーをス

パッタリングでの効率のよい範囲(300eV-500eV)111こ

入れることができる.

(2)加速電圧を低くすることは,非常に微量のイオ

ン注入でも表面物性が変化してしまう半導体材料の加工

に対して有望な方法である.

(3)加速電圧をさらに低くして,スパッタリング現

象が始まる最小の電圧(しきい値)まで下げられるなら

ば,元素によるスパッタリングのしきい値の違いを利用

して,しきい値の低い元素だけを選択的にエッチングす

るという新しい手法も可能となる･

(4)加速電圧用の電源には,スクリーングリッドと

加速グリッドとの闇での短絡に対する保護回路を備えた
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高電圧の定電圧電源が必要であった.加速電圧を下げる

ことは,電源の設計と製作上で非常に好ましいことであ

る.

従来のカウフマン型イオン源からこの新しいイオン源

-改造するには,スクリーングリッドと加速グリッドの

部分を変更するだけですますこともできる.そこで近い

将来に,この新しいイオン源が特殊加工の分野でかなり

採用されるものと期待している.

当研究室でもカウフマン型収束イオン源の試作と性能

評価を開始している.その詳しい評価結果は次の機会に

発表する予定である.

(1980年9月1日受理)
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