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まえがき 

 

本事業「通称ミレニアムプロジェクト」は、2000 年度予算で当時の小渕首相が、新産業

創出のための技術革新を目指して、政治のリーダーシップで特別枠を設けて推進されたも

のである。前例のない技術分野に、支援を賜り、果敢にも挑戦いただいた各位に厚く御礼

申し上げる。 
本研究開発プロジェクトは、平成 12 年度 (2000 年) に開始し、平成 15 年度にて 4

ヵ年の研究期間で、2 分野の研究開発項目を設定して実施した。 
研究開発項目[１]では「大電流クラスターイオンビーム発生・照射技術の開発」を目

標に、量産可能な高速加工装置と高品位薄膜形成装置の開発を行った。研究開発項目

［２］では「クラスターイオンビームによる材料プロセス技術の開発」を、半導体表面

加工技術、難加工材料の平坦化加工技術、超硬質薄膜形成技術の確立を目標に行なった。 
本プロジェクトは、財団法人 大阪科学技術センターを代表委託先として、企業 6 社

（安達新産業株式会社、エピオン・ジャパン株式会社、株式会社島津製作所、株式会社

野村鍍金、富士通株式会社、三菱マテリアル株式会社）と独立行政法人 産業技術総合

研究所、京都大学、姫路工業大学高度産業科学技術研究所からなるクラスターイオンビ

ームプロセステクノロジー集中研究体 (Collaborative Research Center for Cluster 
Ion Beam Process Technology, CRC-CIB)を組織して集中的にクラスターイオンビーム

プロセスに関する研究を実施した。 
クラスターイオンビームプロセス技術は、強力な原子・分子の集合体（クラスター）

からなるガスクラスタービームを発生させ、イオン化した後、加速して固体表面に照射

して行う材料創製加工技術である。平成元年に、常温ノズルから強力なガスクラスター

ビーム生成の可能性を報告して以来、低エネルギー照射効果やラテラルスパッタ効果な

ど、ガスクラスターイオンビーム特有の固体表面における照射素過程を発見し、実用化

の可能性を検討してきた。その後、わが国において、平成 12 年より、本プロジェクト

により本格的な実用化研究を実施するに至った。 
 
本成果報告書は、平成 12 年度～15 年度の４ヵ年の研究成果の要約、研究成果、外部

発表論文資料リスト、論文コピー、特許などを述べたものである。平成 12 年度の開始

以来、積極的な学会、国際会議などの外部発表の効果もえて、波及効果は極めて大きく、

それは情報通信のみならずナノテクノロジーの材料ナノプロセスの広い分野にまで及

んでいる。 
ガスクラスターイオンビーム装置の高出力化に成功し、最終目標値ビーム電流 1mA

達成をすることができ、実用化につながる研究開発が加速したと言える。 
半導体表面加工技術、難加工材料の加工技術の研究開発は、装置開発と呼応して進め、



 

機械式走査機構を持つ大電流クラスター照射装置により、平坦化加工効率を昨年度に比

べ約３倍向上させた。この結果、従来技術に比べ約 30 倍の加工速度を実現した。 
 
一方、極浅イオン注入プロセスでは、基礎的なデータの蓄積が行われつつあるが、本

プロジェクト終了と呼応して、これらを活用した生産装置の開発を完了させるために、

科学技術振興業団により、極浅イオン注入装置の開発も取り組んだ。 
薄膜形成の分野においては、米国の最大の大手光学薄膜メーカーから、本技術に関す

る強い支持を受け、研究開発の支援のために、大学に薄膜形成装置の一部分の寄付を受

けるとともに、業界最高の薄膜特性評価に関する支援体制を整え、本プロジェクトの研

究開発の加速を計った。このような技術戦略は、それぞれの研究開発項目を担当する各

企業の積極的な研究開発を支援するとともに、参加企業の先行性と独自技術の確保につ

ながるものと確信している。 
 
今後、当該研究成果が、より一層、実用化に向けた研究が進展し、ナノテクノロジー

の基盤技術として、益々の産業発展に寄与されることを期待する。 
 
 

プロジェクトリーダー 
山田 公 

京都大学名誉教授 
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1. 研究開発の目的 
次世代マイクロデバイスを製造するためのプロセス技術は今や限界に達しており、そ

の要求に応えることのできる精度で量産することが可能な革新的製造技術が求められ

ている。クラスターイオンビームは超低エネルギー照射、超高密度イオン照射、さらに

特有のラテラルスパッタによる超平坦化効果などの特徴ある照射効果を有している。こ

れを実用化レベルの技術とするために、実際の製造プロセスに適用可能な大電流クラス

ターイオンビームの発生技術や大面積照射技術を開発するとともに、これらの特徴を活

用して量産を可能にする材料プロセスを実現することを目的としている。 
 

2. 研究開発内容 

2.1 大電流クラスターイオンビーム発生・照射技術の開発 

2.1.1 大電流クラスターイオンビーム発生・照射技術の開発 
ノズル寸法・形状およびスキマー径を最適化し、中性クラスタービーム強度のさらな

る増大を図る。また、大電流を効率よく引出す電極系の最適化も行い、大強度クラスタ

ービーム生成を実現し、1mA のイオン電流を達成した。ノズル内部のガス流れを解析

することができる DSMC(Direct Simulation Monte Carlo)法を用いた計算機シミュレ

ーターを新規に開発した。平成１５年度はこの DSMC 法によりノズル中のガスの流れ

をシミュレーションし、最適ノズル形状を検討した。またノズル中で Ar(アルゴン)クラ

スタービーム強度の温度依存性を 100K の低温度領域から 1000K 程度の高温度領域ま

で変化させ、大電流クラスターイオンビームに適したノズル温度を、計算機シミュレー

ションを用いて検討した。 
 

2.1.2 クラスターサイズおよびクラスター種の制御技術の開発 
これまでクラスターイオンビーム照射による平坦面への損傷の有無についての研究

及び、平坦面へのモノマーイオン照射のシミュレーションを行った。 
平成１５年度では、サイズ分布を正確に測定した TOF(Time Of Flight)法によりクラス

ターイオンビームを照射し、スパッタ率および表面平坦化効率のサイズ依存性を調べた。

また、様々な形状を持つ表面にクラスターイオンの衝突シミュレーションを行い、表面

平坦化やスパッタリングの動的なプロセス過程を明らかにした。 
 
2.1.3 大面積クラスターイオンビーム照射技術の開発 

高精度膜厚モニターを本年度導入するクラスター支援蒸着装置に搭載し、5×10-4 以

下の膜厚モニター信号の相対強度変動を検出する膜厚モニター技術並びに膜厚制御技
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術を開発した。さらに、φ20mm 以上の大面積に成膜するために必要なクラスターイオ

ン照射制御技術を確立した。 
 

2.2 クラスターイオンビームによる材料プロセス技術の開発 

2.2.1 半導体表面加工技術の開発 
平成 15 年度は質量分離したホウ素クラスターを８インチウェハーに注入し、原子一

個あたりのエネルギーが同じであるモノマーイオン注入の場合と比較検討しその特長

を明らかにした。さらに、半導体プロセスとして実用化に不可欠な汚染レベルや均一性

について検討を進め、大面積注入の問題点を明らかにした。 
 
2.2.2 難加工材超平坦化加工技術の開発 
ダイヤモンド膜の平坦化技術を実用化するためにはクラスターイオンビームの大面

積照射が必要である。平成１４度は大面積照射装置での照射条件の適正化により、

10mm×10mm の照射で従来の 1/３の短時間で全面均一に 5nm の平坦度が得られた。

平成１５年度は 30mm×30mm の大面積を高効率で平坦化できる照射条件をさらに探

査し、0.5nm 以下の表面平坦度を得るための条件を見出した。 
また、クラスターイオンビーム照射により平坦化したダイヤモンド膜の表面粗さとスパ

ッタによる膜の除去量を定量的に評価し、表面粗さとスパッタ深さの関係を明らかにし

た。 
 
2.2.3 超平坦・超硬質薄膜形成技術の開発 
平成１５年度は酸素クラスターイオンビーム援用蒸着法を用い、Ta2O5 及び SiO2

の 30 層程度の多層膜を作製し、膜応力や表面・界面の平坦性の優れた薄膜形成技術を

確立するための成膜条件の探索を行った。さらに耐環境試験 (300℃、1h にて変化が±

1nm 以下)においても経時変化が少なく、光吸収を無視できる薄膜形成プロセス条件を

探索した。 
 

2.3 クラスターイオンビームプロセスに関する総合調査研究 

クラスターイオンプロセスに関する国内外の技術動向を調査、分析・検討し、本プロ

ジェクトを効率的に運営するための総合調査研究を行った。特にプロジェクトの研究開

発成果の早期実用化や他の競合技術に対する競争力を強化するために、これまで行って

きた国内外の特許調査の結果をふまえて周辺分野の技術調査を実施し、実用化を目指す

分野で競合する技術の情報収集を行った。（調査実施の役割）平成１５年度では、アメ

リカ材料学会で研究成果発表を行い、同国におけるガスクラスターイオンビーム技術の



4 

応用技術に関する調査を行った。また、本研究開発における成果の評価を行い関連技術

との比較検討を行うとともに、産業ニーズや本技術に関わる産業動向を調査研究した。 

 

3. 研究開発の実施方法及び研究開発体制 
本研究開発は、財団法人大阪科学技術センターが独立行政法人 新エネルギー・産業

技術総合開発機構から委託を受け、山田 公プロジェクトリーダー（京都大学名誉教授）

のもとに、京都大学大学院工学研究科附属量子理学工学研究実験センター、及び兵庫県

立大学 高度産業科学技術研究所内に「クラスターイオンビームプロセステクノロジー

集中研究体」を設置し、研究開発を実施した。 
「クラスターイオンビームプロセステクノロジー運営委員会」と「クラスターイオン

ビームプロセステクノロジー研究開発委員会」を設けて、本研究開発を支援するととも

に独立行政法人や大学、参画企業間等の調整を図り、当該研究を推進すると共に技術的

な諸問題の解決・調整を行った。 
大学と参画企業の積極的協力や独立行政法人産業技術研究所との情報交換等を含めて、

研究開発を推進した。(下図参照)。 
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