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(57)【要約】
【課題】超平坦で高精度に膜厚が制御され、特性の経時
変化の極めて少ない酸化物薄膜が形成可能なガスクラス
ターイオン援用酸化物薄膜形成方法を提供する。
【解決手段】金属、金属酸化物もしくは半導体酸化物を
蒸着源から蒸発させて固体基板上に酸化物薄膜を形成す
る際に、酸化物薄膜形成と同時または間歇的に基板にガ
スクラスターイオンを照射するガスクラスターイオン援
用酸化物薄膜形成方法において、ガスクラスターイオン
ビームの加速電圧を３ｋＶ以上１０ｋＶ以下の範囲とし
、成膜速度を０．１Å／ｓｅｃ以上５００Å／ｓｅｃ以
下とし、かつ電流密度を０．５×成膜速度（Å／ｓｅｃ
２

）μＡ／ｃｍ 以上とする。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
金属、金属酸化物もしくは半導体酸化物を蒸着源から蒸発させて固体基板上に酸化物薄膜
を形成する際に、酸化物薄膜形成と同時または間歇的に基板に酸素ガスもしくは酸素化合
物ガスのうちの少なくともいずれかのガスクラスターイオンを照射するガスクラスターイ
オン援用酸化物薄膜形成方法において、ガスクラスターイオンビームの加速電圧を３ｋＶ
以上１０ｋＶ以下の範囲とし、成膜速度を０．１Å／ｓｅｃ以上５００Å／ｓｅｃ以下と
し、かつ電流密度を０．５×成膜速度（Å／ｓｅｃ）μＡ／ｃｍ

２

以上とすることを特徴

とするガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法。
【請求項２】
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ガスクラスターイオンが酸素ガスクラスターイオンであることを特徴とする請求項１に記
載のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法。
【請求項３】
金属、金属酸化物もしくは半導体酸化物を蒸着源から蒸発させて固体基板上に酸化物薄膜
を形成する際に、酸化物薄膜形成と同時または間歇的に基板に酸素ガスもしくは酸素化合
物ガスのうちの少なくともいずれかのガスクラスターイオンを照射するガスクラスターイ
オン援用酸化物薄膜形成方法において、酸化物薄膜形成を一時停止して、酸化物薄膜形成
と同時または間歇的に基板に照射するガスクラスターイオンと同種のガスあるいは異種の
ガス、またはそれらのガスの混合ガスからなるガスクラスターイオンを照射し、酸化物薄
膜表面をエッチングして所定の膜厚を得ることを特徴とするガスクラスターイオン援用酸
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化物薄膜形成方法。
【請求項４】
請求項３に記載のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法において、酸化物薄膜形
成と同時または間歇的に基板に照射するガスクラスターイオンを形成するガスが酸素であ
ることを特徴とするガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法。
【請求項５】
請求項３または４に記載のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法において、酸化
物薄膜形成と同時または間歇的に基板に照射するガスクラスターイオンとは異種のガスが
アルゴンであることを特徴とするガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法。
【請求項６】
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金属がＴａであること、もしくは金属酸化物がＴａ２ Ｏ５ であることを特徴とする請求項
１ないし５のいずれかに記載のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法。
【請求項７】
半導体酸化物がＳｉＯ２ であることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載のガ
スクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法。
【請求項８】
請求項１ないし７のいずれかに記載のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法を用
いて複数の種類の異なる材料からなる酸化物薄膜を交互に堆積して多層酸化物薄膜を形成
する際に、基板にガスクラスターイオンを照射して堆積した酸化物薄膜の表面にガスクラ
スターイオンを照射することで平坦化した後、次に堆積する酸化物薄膜の形成を行い、こ
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れらの工程を繰り返し多層酸化物薄膜を形成することを特徴とするガスクラスターイオン
援用酸化物薄膜形成方法。
【請求項９】
請求項１ないし７のいずれかに記載のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法を用
いて複数の種類の異なる材料からなる酸化物薄膜を交互に堆積して多層酸化物薄膜を形成
する際に、各層の酸化物薄膜にガスクラスターイオンを照射することによって酸化物薄膜
を所定の膜厚にエッチングし、さらに各層の酸化物薄膜表面にガスクラスターイオンを照
射することによって酸化物薄膜表面を平坦化し、各層間の界面が急峻でかつ膜厚を制御し
た多層酸化物薄膜を形成することを特徴とするガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成
方法。
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【請求項１０】
多層酸化物薄膜が光学フィルタ用多層酸化物薄膜であることを特徴とする請求項８または
９に記載のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法。
【請求項１１】
多層酸化物薄膜が、Ｔａ２ Ｏ５ とＳｉＯ２ からなることを特徴とする請求項８ないし１０
のいずれかに記載のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法。
【請求項１２】
酸化物薄膜形成と平坦化のそれぞれに適したガスを混合し、その混合比率を変化させて供
給し、この混合ガスのガスクラスターイオンを用いて酸化物薄膜あるいは多層酸化物薄膜
を形成することを特徴とする請求項１ないし１１のいずれかに記載のガスクラスターイオ
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ン援用酸化物薄膜形成方法。
【請求項１３】
請求項１２に記載のガスのうち、酸化物薄膜形成に適したガスが酸素であることを特徴と
するガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法。
【請求項１４】
請求項１２に記載のガスのうち、平坦化に適したガスがアルゴンであることを特徴とする
ガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法。
【請求項１５】
請求項１ないし１４のいずれかに記載のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法に
おいて、蒸着源として電子ビーム蒸着源を用いることを特徴とするガスクラスターイオン
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援用酸化物薄膜形成方法。
【請求項１６】
形成される酸化物薄膜の平均表面粗さが１．０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１
ないし１５のいずれかに記載のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この出願の発明は、ガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法に関するものである。
さらに詳しくは、この出願の発明は、電子デバイス、光学デバイス、磁気デバイスに応用
が期待され、とくに光学フィルタ多層酸化物薄膜に活用が見込まれる、超平坦で高精度に
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膜厚が制御され、特性の経時変化の極めて少ない酸化物薄膜が形成可能なガスクラスター
イオン援用酸化物薄膜形成方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術とその課題】
従来より、金属、金属酸化物や半導体酸化物を用いて形成する酸化物薄膜は、電子デバイ
ス、光学デバイスや磁気デバイスに必須の構成要素であり、デバイスの高機能化に対応す
べく、その酸化物薄膜形成方法に関する研究開発が活発に行われている。とくに光通信に
おける波長多重通信用の光学フィルタの層数は、数十から中には百を超える多層酸化物薄
膜フィルタが用いられ、その多層酸化物薄膜中における各々の酸化物薄膜の膜厚はÅオー
ダーでの制御が求められている。また、光学フィルタの特性としては表面、界面が平坦で
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あることが重要であり、表面や界面が平坦でない場合、光学フィルタの表面および界面に
おいて光が透過、屈折および反射する際の光の損失に繋がってしまうのである。
【０００３】
しかしながら、現在、通常電子ビームやスパッタを用いた蒸着法によって酸化物薄膜が形
成されているが、これらの方法では緻密な酸化物薄膜が得られないため、製造される多層
酸化物薄膜フィルタでは上記のような要求を満たすことができず、また耐湿性においても
、湿度の影響によって透過波長がシフトするという特性変化が起こるといった問題を有し
ていた。
【０００４】
これまで上記の方法以外に、単原子や分子イオンビーム、さらにクラスターイオンビーム
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を援用する酸化物薄膜形成方法などが考案されており実用化されている。しかしながら、
単原子や分子イオンビームを照射する場合、実用に際してはそれらのエネルギーを数百ｅ
Ｖ以下にすることができないため、酸化物薄膜の品質の向上には限界があった。また単原
子や分子イオンビームの照射は酸化物薄膜中に照射イオンが混入してしまい、アルゴンな
どの不活性ガスを用いた場合には酸化物薄膜の品質を損なう結果を招いていた。また酸化
物薄膜表面はスパッタ効果が併発するためイオン照射特有の表面凹凸が増加し、多層酸化
物薄膜形成の場合、それら層の界面が急峻である多層酸化物薄膜の形成は極めて困難であ
った。
【０００５】
一方、ガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法は、原子または分子の塊状集団であ
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るガスクラスターをイオン化し、イオンビームとして基板表面に照射して平坦化や薄膜形
成を行うものであり、クラスターで基板に照射されるため一個一個の原子や分子はきわめ
て低エネルギーで基板に衝突するのであるが、クラスターとしては高いエネルギーを有し
ており、半導体プロセスでの低エネルギー注入、ダイヤモンド等の表面平坦化、ガスクラ
スターイオン援用によるＩＴＯ薄膜形成等への応用、シリコンなどの固体表面をガスクラ
スターイオンによりその表面を酸化して薄膜を形成する方法などとして実用化研究が進め
られている。
【０００６】
これまでにもインジウムや酸化インジウムなどを電子ビームで蒸発させ、同時に酸素ガス
クラスターイオンビームを照射する酸化インジウム薄膜の形成やＳｉＯ２ やＴｉＯ２ を蒸
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発させて同様にガスクラスターイオンビームを照射して行う酸化物薄膜形成方法が開発さ
れてきた。
【０００７】
しかしながらこのガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法においても、最適な酸化
物薄膜形成を行うための実際的な条件が明らかにされていなかったため、その利用がこれ
まで十分に行われてこなかったのが現状である。
【０００８】
そこで、この出願の発明は、以上のとおりの事情に鑑みてなされたものであり、従来技術
の問題点を解消し、超平坦で、高精度に膜厚が制御され、特性の経時変化の極めて少ない
酸化物薄膜を製造する方法を提供することを課題としている。
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【０００９】
【課題を解決するための手段】
この出願の発明は、上記の課題を解決するものとして、まず第１には、金属、金属酸化物
もしくは半導体酸化物を蒸着源から蒸発させて固体基板上に酸化物薄膜を形成する際に、
酸化物薄膜形成と同時または間歇的に基板に酸素ガスもしくは酸素化合物ガスのうちの少
なくともいずれかのガスクラスターイオンを照射するガスクラスターイオン援用酸化物薄
膜形成方法において、ガスクラスターイオンビームの加速電圧を３ｋＶ以上１０ｋＶ以下
の範囲とし、成膜速度を０．１Å／ｓｅｃ以上５００Å／ｓｅｃ以下とし、かつ電流密度
を０．５×成膜速度（Å／ｓｅｃ）μＡ／ｃｍ

２

以上とすることを特徴とするガスクラス

ターイオン援用酸化物薄膜形成方法を提供する。
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【００１０】
第２には、第１の発明において、ガスクラスターイオンが酸素ガスクラスターイオンであ
ることを特徴とするガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法を提供する。
【００１１】
第３には、金属、金属酸化物もしくは半導体酸化物を蒸着源から蒸発させて固体基板上に
酸化物薄膜を形成する際に、酸化物薄膜形成と同時または間歇的に基板に酸素ガスもしく
は酸素化合物ガスのうちの少なくともいずれかのガスクラスターイオンを照射するガスク
ラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法において、酸化物薄膜形成を一時停止して、酸化
物薄膜形成と同時または間歇的に基板に照射するガスクラスターイオンと同種のガスある
いは異種のガス、またはそれらのガスの混合ガスからなるガスクラスターイオンを照射し
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、酸化物薄膜表面をエッチングして所定の膜厚を得ることを特徴とするガスクラスターイ
オン援用酸化物薄膜形成方法を提供する。
【００１２】
第４には、第３の発明のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法において、酸化物
薄膜形成と同時または間歇的に基板に照射するガスクラスターイオンを形成するガスが酸
素であることを特徴とするガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法を提供し、また
、第５には、第３または４の発明のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法におい
て、酸化物薄膜形成と同時または間歇的に基板に照射するガスクラスターイオンとは異種
のガスがアルゴンであることを特徴とするガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法
を提供する。
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【００１３】
第６には、第１ないし５のいずれかの発明において、金属がＴａであること、もしくは金
属酸化物がＴａ２ Ｏ５ であることを特徴とするガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成
方法を提供し、第７には、第１ないし５のいずれかの発明において、半導体酸化物がＳｉ
Ｏ２ であることを特徴とするガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法を提供する。
【００１４】
第８には、第１ないし７のいずれかの発明のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方
法を用いて複数の種類の異なる材料からなる酸化物薄膜を交互に堆積して多層酸化物薄膜
を形成する際に、基板にガスクラスターイオンを照射して堆積した酸化物薄膜の表面にガ
スクラスターイオンを照射することで平坦化した後、次に堆積する酸化物薄膜の形成を行
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い、これらの工程を繰り返し多層酸化物薄膜を形成することを特徴とするガスクラスター
イオン援用酸化物薄膜形成方法を、第９には、第１ないし７のいずれかの発明のガスクラ
スターイオン援用酸化物薄膜形成方法を用いて複数の種類の異なる材料からなる酸化物薄
膜を交互に堆積して多層酸化物薄膜を形成する際に、各層の酸化物薄膜にガスクラスター
イオンを照射することによって酸化物薄膜を所定の膜厚にエッチングし、さらに各層の酸
化物薄膜表面にガスクラスターイオンを照射することによって酸化物薄膜表面を平坦化し
、各層間の界面が急峻でかつ膜厚を制御した多層酸化物薄膜を形成することを特徴とする
ガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法を提供する。
【００１５】
第１０には、第８または９の発明における多層酸化物薄膜が光学フィルタ用多層酸化物薄
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膜であることを特徴とするガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法を提供し、第１
１には、第８ないし１０のいずれかの発明における多層酸化物薄膜がＴａ２ Ｏ５ とＳｉＯ
２

からなることを特徴とするガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法をも提供する

。
【００１６】
また、第１２には、第１ないし１１のいずれかの発明において、酸化物薄膜形成と平坦化
のそれぞれに適したガスを混合し、その混合比率を変化させて供給し、この混合ガスのガ
スクラスターイオンを用いて酸化物薄膜あるいは多層酸化物薄膜を形成することを特徴と
するガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法を、また第１３には、第１２の発明に
おけるガスのうち、酸化物薄膜形成に適したガスが酸素であることを特徴とするガスクラ

40

スターイオン援用酸化物薄膜形成方法を、第１４には、第１２の発明におけるガスのうち
、平坦化に適したガスがアルゴンであることを特徴とするガスクラスターイオン援用酸化
物薄膜形成方法を提供する。
【００１７】
第１５には、第１ないし１４のいずれかの発明のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形
成方法において、蒸着源として電子ビーム蒸着源を用いることを特徴とするガスクラスタ
ーイオン援用酸化物薄膜形成方法を提供し、第１６には、第１ないし１５のいずれかの発
明において形成される酸化物薄膜の平均表面粗さが１．０ｎｍ以下であることを特徴とす
るガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法を提供する。
【００１８】
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【発明の実施の形態】
この出願の発明は、金属、金属酸化物もしくは半導体酸化物を蒸着源から蒸発させて固体
基板上に酸化物薄膜を形成する際に、酸化物薄膜形成と同時または間歇的に基板に酸素ガ
スもしくは酸素化合物ガスのうちの少なくともいずれかのガスクラスターイオンを照射す
るガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法であるが、この出願の発明においては、
ガスクラスターイオンビームの加速電圧を３ｋＶ以上１０ｋＶ以下の範囲とし、成膜速度
を０．１Å以上５００Å／ｓｅｃ以下とし、電流密度を０．５×成膜速度（Å／ｓｅｃ）
μＡ／ｃｍ

２

以上としていることを大きな特徴としている。すなわち、成膜速度を１Å／

ｓｅｃとしたときには電流密度を０．５μＡ／ｃｍ
としたときには電流密度を１μＡ／ｃｍ

２

２

以上とし、成膜速度を２Å／ｓｅｃ

以上とする。
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【００１９】
上記のように加速電圧、成膜速度および電流密度の範囲を限定することによって、ガスク
ラスターイオンのエッチング／平坦化効果を利用し、酸化物薄膜形成後に酸化物薄膜の膜
厚を数Åの誤差で制御することができるようになり、また通常の蒸着で生ずる柱状構造や
ドーム構造を持たない極めて均一なアモルファス構造の酸化物薄膜を形成することができ
、しかも、平均表面粗さが１．０ｎｍ以下にまで平坦化された酸化物薄膜を形成すること
が可能となる。
【００２０】
なお、この出願の発明において、

ガスクラスターイオン援用

とは、援用するガスクラ

スターイオンが酸化物薄膜を構成する分子となる場合、もしくはガスクラスターイオンが

20

酸化物薄膜を構成する分子とならない場合、さらにはそれら両方となる場合を含んでおり
、援用するガスクラスターイオンが酸化物薄膜を構成する分子となるかならないかはガス
クラスターイオンの成分によって決まる。
【００２１】
また、ガスクラスターイオンを形成する酸素ガス以外の酸素化合物ガスとしては、ＣＯ２
、ＣＯ、Ｎｘ Ｏｙ といった酸素化合物ガスや、あるいはアルコールなどの有機酸素化合物
などを用いることができるが、好適には酸素ガスによる酸素ガスクラスターイオンが用い
られる。金属としてＴａを、また金属酸化物としてＴａ２ Ｏ５ を好適に用いることができ
、また半導体酸化物としてＳｉＯ２ を好適に用いることができ、これらの酸化物薄膜を上
記の方法を用いて形成した場合、平均表面粗さを０．５ｎｍ以下とすることが可能となる
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。またとくにＴａ２ Ｏ５ は高屈折率材料として知られているが、この発明の方法を用いる
ことにより従来の酸化物薄膜形成方法によるＴａ２ Ｏ５ 薄膜と比べてより高屈折率なＴａ
２

Ｏ５ 薄膜を得ることができる。さらに、この発明の方法により形成される酸化物薄膜は

、高密度であることから、湿度の影響による波長シフトを従来品のものよりも１／１０に
抑えることが可能となる。
【００２２】
すなわちこの出願の発明のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法を用いることに
よって、表面平坦性の優れた酸化物薄膜を形成することができ、しかも光学特性および対
環境性のきわめて優れた酸化物薄膜を形成することができるのである。
【００２３】

40

また、この出願の発明のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法は、上記の発明と
同様に、金属、金属酸化物もしくは半導体酸化物を蒸着源から蒸発させて固体基板上に酸
化物薄膜を形成する際に、酸化物薄膜形成と同時または間歇的に基板に酸素ガスもしくは
酸素化合物ガスのうちの少なくともいずれかのガスクラスターイオンを照射するガスクラ
スターイオン援用酸化物薄膜形成方法であるが、酸化物薄膜形成を一時停止して、酸化物
薄膜形成と同時または間歇的に基板に照射するガスクラスターイオンと同種のガスあるい
は異種のガス、またはそれらのガスの混合ガスからなるガスクラスターイオンを照射し、
酸化物薄膜表面をエッチングして所定の膜厚を得ることも可能である。
【００２４】
このとき酸素化合物ガスとしては、ＣＯ２ 、ＣＯ、Ｎｘ Ｏｙ といった酸素化合物ガスや、
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あるいはアルコールなどの有機酸素化合物などを用いることができる。
【００２５】
また、酸化物薄膜形成と同時または間歇的に基板に照射するガスクラスターイオンとは異
種のガスであるエッチング用のガスとして、たとえば、Ａｒ、Ｈｅなどの希ガスやＮ２ 、
酸化物薄膜形成と同時または間歇的に基板に照射するガスクラスターイオンと同種のガス
以外のＮｘ Ｏｙ 、ＣＯ２ 、ＣＯなどの酸素化合物や、Ｆ２ などのハロゲン（Ｘ２ ）あるい
はＡｓＦ３ やＳＦ６ などに代表されるＡｓＸ３ 、ＳＸ６ などのハロゲン化物が用いられる
。
【００２６】
なお、とくに酸化物薄膜形成と同時または間歇的に基板に照射するガスクラスターイオン
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を形成するガスを酸素とし、酸化物薄膜形成と同時または間歇的に基板に照射するガスク
ラスターイオンとは異種のガスをアルゴンとすることによって酸化物薄膜形成およびエッ
チングをとくに良好に行うことができる。
【００２７】
また、上記に示すガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法を用いて複数の種類の異
なる材料からなる酸化物薄膜を交互に堆積して多層酸化物薄膜を形成する際に、基板にガ
スクラスターイオンを照射して堆積した酸化物薄膜の表面にガスクラスターを照射するこ
とで平坦化した後、次に堆積する酸化物薄膜の形成を行い、これらの工程を繰り返し、多
層酸化物薄膜を形成することも可能であり、また、上記に示すガスクラスターイオン援用
酸化物薄膜形成方法を用いて複数の種類の異なる材料からなる酸化物薄膜を交互に堆積し
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て多層酸化物薄膜を形成する際に、各層の酸化物薄膜にガスクラスターイオンを照射する
ことによって酸化物薄膜を所定の膜厚にエッチングし、さらに各層の酸化物薄膜表面にガ
スクラスターイオンを照射することによって酸化物薄膜表面を平坦化し、各層間の界面が
急峻でかつ膜厚を制御した多層酸化物薄膜を形成することも可能である。
【００２８】
この出願の発明のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法を用いて多層酸化物薄膜
を形成した場合、各々の酸化物薄膜の平均表面粗さは１．０ｎｍ以下となり、また、高屈
折率である多層酸化物薄膜を形成することができることから、光学フィルタ用多層酸化物
薄膜として好適に用いることができる。
【００２９】
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また、酸化物薄膜形成と平坦化のそれぞれに適したガスを混合し、その混合比率を変化さ
せて供給し、この混合ガスのガスクラスターイオンを用いて酸化物薄膜あるいは多層酸化
物薄膜を形成することも可能である。
【００３０】
すなわち酸化物薄膜形成と平坦化のそれぞれに適したガスの混合比率として、酸化物薄膜
形成を主に行いたい場合は、酸化物薄膜形成に適したガスの比率を高くした混合比率とし
、また平坦化を主に行いたい場合は、平坦化に適したガスの比率を高くした混合比率とす
るといったようにすることで、酸化物薄膜形成と平坦化を都合に合わせて良好に行うこと
ができるのである。
【００３１】
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このとき、酸化物薄膜形成に適したガスとして酸素を用い、平坦化に適したガスとしてア
ルゴンを用いることで、良好に酸化物薄膜形成および平坦化を行うことができる。
【００３２】
また、上記のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法においては、蒸着源として電
子ビーム蒸着源を好適に用いることができるのであるが、電子ビーム蒸着源以外にも、抵
抗加熱ヒータ、スパッタ源など電子ビーム以外の加熱手段による蒸着源と組み合わせた蒸
着方法、ならびにＣＶＤなどの酸化物薄膜形成方法にガスクラスターイオン照射を加えた
、種々の酸化物薄膜形成方法にガスクラスターイオンビーム照射を援用することができる
。
【００３３】
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また、とくにＴａ２ Ｏ５ とＳｉＯ２ を用いて多層酸化物薄膜を形成した場合に、酸化物薄
膜表面がきわめて平坦で高屈折率の光学特性が優れた多層酸化物薄膜を形成することがで
きる。
【００３４】
以下、添付した図面に沿って実施例を示し、この出願の発明の実施の形態についてさらに
詳しく説明する。もちろん、この発明は以下の例に限定されるものではなく、細部につい
ては様々な態様が可能であることは言うまでもない。
【００３５】
【実施例】
＜実施例１＞

10

この発明のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法の効果を調べるため、Ｔａ２ Ｏ
５

とＳｉＯ２ の薄膜形成を行いその平坦性および光学特性を測定した。光学フィルタ用の

薄膜の製作では屈折率の大きい材料と小さい材料の組合せの積層多層酸化物薄膜が好まし
いため、Ｔａ２ Ｏ５ とＳｉＯ２ を用いた。
【００３６】
図１は、この発明のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法を行うためのガスクラ
スターイオン援用蒸着装置の一例を示したものである。この例では酸化物薄膜形成と同時
に基板に照射するガスクラスターイオンを形成するガスとして酸素（Ｏ２ ）を用いた。実
際には原料ガスとして酸素ヘリウム混合ガス（Ｏ２ ：Ｈｅ＝７：３）を用いた。このガス
クラスターイオン援用蒸着装置（１）は、主に電子ビーム蒸着源（２）、ガスクラスター
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イオンビーム照射装置（３）および基板（４）が保持される基板ホルダ（５）から形成さ
れている。また、基板ホルダ（５）に電子ビーム蒸着源（２）から蒸発したＴａ２ Ｏ５ 、
ＳｉＯ２ やガスクラスターイオンが基板（４）の適切な部分に照射されるように基板（４
）の前に遮蔽板（６）を設けている。また、このガスクラスターイオン援用蒸着装置（１
）は、油拡散ポンプ（図示省略）によって内部は真空排気された状態としておく。
【００３７】
Ｔａ２ Ｏ５ またはＳｉＯ２ は電子ビーム蒸着源（２）から蒸発し、Ｏ２ のガスクラスター
イオン照射もガスクラスターイオンビーム照射装置（３）から同時に行われる。成膜速度
（蒸着速度）は水晶振動子式蒸着レートモニター（７）により測定され、この例では成膜
速度は１．０Å／ｓｅｃとした。また、酸化物薄膜の厚さの測定には、光学式膜厚モニタ
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ーおよび水晶振動子式モニター（８）を用いた。また電子ビーム蒸着源（２）からの蒸着
を行っている間は基板（４）の温度は電子ビーム蒸着源（２）からの放射のため１００℃
程度であった。
【００３８】
ここで、図２にガスクラスターイオンビーム照射装置（３）単体の構造の一例を示す。
【００３９】
このガスクラスターイオンビーム照射装置（３）は、ガスクラスター生成室（９）、差動
排気部（１０）、イオン化部（１１）、加速照射部（１２）から構成されている。ガスク
ラスター生成室（９）において、原料ガスであるＯ２ ガスを高圧で口径が０．１ｍｍのラ
バーノズル（１３）から噴出させることによりクラスターを生成する。生成されたクラス
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ターはスキマー（１４）を通して開口（１５）からイオン化部（１１）に導入され、電子
衝撃法により１価にイオン化される、イオン化されたクラスターは加速照射部（１２）に
おいて加速装置（１６）により加速され、偏向器（１７）での偏向電圧によってスキャン
された後、ターゲットである基板（１８）に照射される。なお（１９）はファラデーカッ
プであり、（２０）は減速電界電極である。
【００４０】
図１のガスクラスターイオン援用蒸着装置（１）において、このガスクラスターイオンビ
ーム照射装置（３）（加速装置および偏向器等は図示省略）を用いてＯ２ のガスクラスタ
ーイオンを基板（４）に照射するのであるが、その際のガス圧力はＴａ２ Ｏ５ の場合３ａ
ｔｍまたは４ａｔｍとし、ＳｉＯ２ の場合には４ａｔｍとした。またガスクラスターイオ
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ンの平均サイズは１０００原子／クラスターであり、加速電圧を０〜１１ｋＶで変化させ
た。またイオン電流密度を０〜２μＡ／ｃｍ

２

で変化させた。

【００４１】
そして、Ｔａ２ Ｏ５ やＳｉＯ２ を電子ビーム蒸着源（２）から蒸発させ、それと同時にガ
スクラスターイオンビーム照射装置（３）からＯ２ ガスクラスターイオンを照射して行う
酸化物薄膜形成を行った。
【００４２】
Ｔａ２ Ｏ５ 薄膜の屈折率の加速電圧依存性と照射電流密度依存性を図３および図４に示す
。
【００４３】
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図３は、酸素のガスクラスターイオンの圧力が３ａｔｍおよび４ａｔｍのときのガスクラ
スターイオン援用方法を用いた場合のＴａ２ Ｏ５ の薄膜形成後のＴａ２ Ｏ５ の屈折率の加
速電圧依存性を示しており、加速電圧３ｋＶぐらいから増加し７ｋＶを超えると低下し始
める。最適加速電圧は５〜９ｋＶの範囲にある。このとき、成膜速度（蒸着速度）は１Å
／ｓｅｃである。基板は石英ガラスを用い、膜厚は１８００Åであった。
【００４４】
このグラフよりも明らかなように、従来のＴａ２ Ｏ５ 薄膜の屈折率が２．０であったのに
対し、この発明の方法による酸化物薄膜形成では、屈折率２．１以上という高屈折率のＴ
ａ２ Ｏ５ 薄膜が得られた。
【００４５】
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また図４は、酸素のガスクラスターイオンの圧力が４ａｔｍで、加速電圧７ｋＶ、成膜速
度１．０Å／ｓｅｃとしたときの、ガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法によっ
て酸化物薄膜形成を行い、１８００Åの膜厚のＴａ２ Ｏ５ 薄膜を形成した際の屈折率のイ
オン電流密度依存性を示している。図４からも明らかなように、電流密度が高いほど、高
屈折率となりほぼ２．２となる。
【００４６】
また、図５はＴａ２ Ｏ５ とＳｉＯ２ の薄膜の表面平坦性の電流密度依存性を示しており、
ガスクラスターイオンの圧力が４ａｔｍ、加速電圧が７ｋＶであり、成膜速度が１．０Å
／ｓｅｃの場合、膜厚が１８００Åであったときに、電流密度が約０．５μＡ／ｃｍ

２

以

上で平坦度が最小となり、平均表面粗さが０．５ｎｍオーダー以下になったことがわかる
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。
＜実施例２＞
次にＴａ２ Ｏ５ とＳｉＯ２ の多層酸化物薄膜を作製した。
【００４７】
図６（ａ）に、加速電圧７ｋＶおよび電流密度１μＡ／ｃｍ

２

のＯ２ ガスのガスクラスタ

ーイオンを援用してＴａ２ Ｏ５ とＳｉＯ２ の多層酸化物薄膜を作製した場合のＴａ２ Ｏ５
とＳｉＯ２ の薄膜（２〜４層目と７層目）と、Ｏ２ ガスのガスクラスターイオンを援用し
ないでＴａ２ Ｏ５ とＳｉＯ２ の多層酸化物薄膜を作製した場合のＴａ２ Ｏ５ とＳｉＯ２ の
薄膜（５、６層目）のＳＥＭ写真を示す。
【００４８】

40

図６からも明らかなように、この発明の方法でガスクラスターイオンを援用して作製した
場合のＴａ２ Ｏ５ とＳｉＯ２ の薄膜は、平均の平均表面粗さが０．７ｎｍであり、ガスク
ラスターイオンを援用しない場合は平均表面粗さが１．５ｎｍよりも大きいことから、こ
の発明の方法を用いてガスクラスターイオンを援用して作製した場合のＴａ２ Ｏ５ とＳｉ
Ｏ２ の薄膜の方がガスクラスターイオンを援用していない場合のものよりも圧倒的に薄膜
表面が平坦であることがわかる。
＜実施例３＞
次に、この出願の発明のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法を用いて作製した
場合とガスクラスターイオン援用を行わないで作製した場合の石英基板上に形成された９
層からなるＴａ２ Ｏ５ ／ＳｉＯ２ の多層酸化物薄膜の耐湿試験を行った。このとき、ガス
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クラスターイオンの加速電圧は７ｋＶであった。
【００４９】
まず、各々の多層酸化物薄膜を煮沸中の水（１００℃）の中に１時間入れ、その後フィル
タの中央波長シフト量を測定した。その結果を図７に示す。
【００５０】
なお、この中央波長シフト量は耐湿性を示しており、次の式で表される。
【００５１】
シフト量（％）＝（λｗ
λｗ

ｅ ｔ

とλｄ

ｒ ｙ

ｅ ｔ

−λｄ

ｒ ｙ

）／λｗ

ｅ ｔ

×１００

は、各々耐湿試験の前後の中央波長を示している。

【００５２】
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図７からも明らかなように、ガスクラスターイオン援用がない場合には、中央波長シフト
量は約１．１％であったが、この出願の発明のガスクラスターイオン援用を行った場合は
、中央波長シフト量は０．１％以下であり、きわめて小さいものであった。したがって、
この出願の発明のガスクラスターイオン援用を行った場合きわめて耐湿性の良い薄膜ある
いは多層酸化物薄膜が得られることがわかる。
＜実施例４＞
ガスクラスターイオン援用方法を用いた蒸着において製作する多層酸化物薄膜からなる光
学フィルタでは、Ｔａ２ Ｏ５ とＳｉＯ２ 薄膜をそれぞれ交互に定められた厚みで積層を行
った。このとき、各層の膜厚は数Åの精度で行う必要があるため、膜厚が設計値より多く
蒸着した場合には、蒸着のみを止め、酸素クラスターイオンをアルゴンイオンに変えてク
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ラスターイオンのみを照射してエッチングを行い設計値に調整した。このとき、ガスの圧
力を３ａｔｍまたは４ａｔｍとし、加速電圧を２０ｋＶとした。またドーズ量は１０
〜１０

１ ６

イオン／ｃｍ

２

１ ５

で、この量で、平坦化およびエッチングを行った。

【００５３】
酸素に任意の量のアルゴンを混合して酸化と平坦化効果を同時に行う酸化物薄膜形成では
、蒸着を中止し、クラスターイオンビームのみ照射し、所定の膜厚までエッチングと平坦
化を同時に行った。続いて次の酸化物薄膜の蒸着プロセスに移るのであるが、その際所定
の膜厚を得られない場合には再び同様に平坦化を行うエッチングプロセスを行った。これ
により光学特性の良い平坦な多層酸化物薄膜が形成された。
【００５４】
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【発明の効果】
以上詳しく説明したとおり、この出願の発明によって、電子デバイス、光学デバイス、磁
気デバイスに応用が期待され、とくに光学フィルタ多層酸化物薄膜に活用が見込まれる、
超平坦で高精度に膜厚が制御され、特性の経時変化の極めて少ない酸化物薄膜が形成可能
なガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明におけるガスクラスターイオン援用蒸着装置を例示した正面斜視図であ
る。
【図２】この発明におけるガスクラスターイオンビーム照射装置を例示した概念図である
。
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【図３】この発明のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法によって形成された酸
化物薄膜の屈折率と加速電圧との関係を示したグラフである。
【図４】この発明のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法によって形成された酸
化物薄膜の屈折率と電流密度との関係を示したグラフである。
【図５】この発明のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法によって形成された酸
化物薄膜の平均表面粗さと加速電圧との関係を示したグラフである。
【図６】この発明のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法の有無によるＴａ２ Ｏ
５

とＳｉＯ２ の多層酸化物薄膜の表面粗さの違いを示したＳＥＭ写真である。

【図７】この発明のガスクラスターイオン援用酸化物薄膜形成方法の有無によるＴａ２ Ｏ
５

とＳｉＯ２ の多層酸化物薄膜の耐湿性の違いを示したグラフである。

50

(11)

JP 2004‑43874 A 2004.2.12

【符号の説明】
１

ガスクラスターイオン援用蒸着装置

２

電子ビーム蒸着源

３

ガスクラスターイオンビーム照射装置

４

基板

５

基板ホルダ

６

遮蔽板

７

水晶振動子式蒸着レートモニター

８

光学式膜厚モニターおよび水晶振動子式モニター

９

ガスクラスター生成室

１０

差動排気部

１１

イオン化部

１２

加速照射部

１３

ラバーノズル

１４

スキマー

１５

開口

１６

加速装置

１７

偏向器

１８

基板（ターゲット）

１９

ファラデーカップ

２０

減速電界電極

【図１】
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【図２】
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【図３】

【図５】

【図４】

【図６】

【図７】
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